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発行・公益財団法人  足立区勤労福祉サービスセンター   《ホームページ》http://www.yuu.or.jp/

サービスセンターニュース
１１月１０日発行◎

１０月１日現在★
事業所数
会 員 数

4,727
11,803

２０１４年

１１月号
あっせん新春初詣バスツアー

申込方法は各種イベントごとに異なりますので、イベントの詳細をご確認ください。
【窓口販売】　千代田線「綾瀬駅」西口下車　徒歩約３分（１４０ｍ）　「綾瀬プルミエ」１Ｆ
【ハガキ申込】　専用ハガキは利用補助券セットに同封。普通のハガキでも記入漏れがなければＯＫ！
	 「〒１２０－８５７５　足立区綾瀬一丁目３４番７号　足立区勤労福祉サービスセンター 宛」
【ＦＡＸ申込】　０３－３８３８－３５５６「利用ガイド２０１４」Ｐ．９５の専用ＦＡＸ申込用紙をお使いください。
【電話申込】　０３－３８３８－３５８６【営業時間】		平日：午前９時～午後５時　第四土曜日：午前９時～午後４時
【ホームページ申込】　http://www.yuu.or.jp ※１２月の土曜営業は、１２日２０日です。

日　程 平成２７年１月１０日（土） 募　集 ８０名　（最少催行人数３５名　雨天決行）

参加費
会員 家族 関係者

大　人（小学生以上） ６，０００円 ７，０００円 ８，０００円
子　供（４歳～就学前） ６，３００円 ７，３００円

申込先 ハガキあて先　（有）北斗観光バス　〒270-0233　千葉県野田市船形３２－２　　担当：山賀
ＦＡＸ　０４－７１２０－８７０１　　　旅行名「新春初詣バスツアー」

申込方法
ハガキかＦＡＸで下記①～⑥を明記のうえ「申込先」へ送付してください。（電話でのお申し込みはできません）
①旅行名「新春初詣ツアー」　②会員番号　③氏名　④住所　⑤日中連絡のつく電話番号　⑥参加者全員
の氏名・年齢・続柄（会員、家族、関係者）

締　切 平成２６年１１月３０日（日）必着
※申込み多数の場合は抽選となります。結果は１２月１０日頃に郵送にてご連絡します。

お問合せ 電話　０４－７１２０－８７００　※平日午前９時～午後５時
●参加費は、会員２，０００円、家族１，０００円の補助金が差し引かれています。　
●キャンセル料は、８，０００円を基本として旅行会社の基準により算定されます。
●参加費には、バス代（高速道路、駐車場）、昼食代、入場料、諸費用を含みます。●家族は、会員の配偶者・子・実父母です。

浅間神社は、富士山本宮より分祀された静岡の総氏神様として広く信仰されています。また、焼津大覚寺全珠院に
も立ち寄り、大きな千手観音を拝観する初詣です。昼食は３０種類のお寿司食べ放題に“静岡うまいものバイキング”
も付いて、新春にふさわしい華やかさをお楽しみいただけます。

ハガキ／ＦＡＸで下記（有）北斗観光バスへ

駿河の国静岡浅間神社と焼津千手観音黄金参り

発　　着 出発：足立区役所 午前７：１０集合 ７：３０出発　帰着：足立区役所・北千住付近１８：００ごろ

コ ー ス 足立区役所→首都高・東名高速→（海老名ＳＡ休憩）→静岡浅間神社→安倍川もち＆ 
こっこ工場見学→石原マリンステーション（昼食・買い物）→大覚寺全珠院（焼津千手観音）
→東名高道→（海老名ＳＡ休憩）・首都高→足立区

そ の 他 この旅行は、（有）北斗観光バスと参加者個人との契約でおこなわれます。公益財団法人足立区勤労福祉サ
ービスセンターは、申込み後の旅行に関する一切の責任を負いかねます。参加者個人の責任で手続きをお
願いします。また、このツアーには「サービスセンター 」の職員は同行しません。

●旅行の内容、旅行代金の支払い方法、キャンセル等のお問い合わせは北斗観光バスに直接お願いします。
●最少催行人数に満たない場合は中止となります。この場合北斗観光バスから実施日の１０日前までに連絡いたします。

旅行主催　北斗観光バス　千葉県知事登録旅行業第２-７９４号　総合旅行業務取扱管理者　瀬能　玲子

写真はイメージです
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東京ドーム天然温泉

スパ ラクーア平日入館券の追加販売

申込方法
●�ハガキ /ＦＡＸ /ホームページより、チケット名・会員番号・氏名住所・電話番号・枚数・
送付先（自宅・勤務先）を記入のうえお申込みください。
●窓口販売もしておりますのでご利用ください。

販売枚数 １会員　後期分５枚まで　在庫枚数が無くなり次第終了

料　　金
１枚１, ５００円（一般料金２, ６３４円）
　※土 ･日曜日 ･祝日 ･特定日の利用は割増料３２４円が必要です。

利用期限 平成２７年３月３１日（火）まで

そ の 他

【所在地】�文京区春日一丁目１番１号
� 東京ドームシティ・ラクーア�（フロント６階）☎０３－３８１７－４１７３

●利用時間�…�…午前１１時から翌日の午前９時まで
●特定日（５時間まで）…１２／３０（火）～１／３（土）
●休館日…………１１／１０（月）・１１（火）　　詳細はＦｒｏｍ ９月号に掲載

※チケットは、随時発送いたします。　※申込締切り後のキャンセル・枚数変更はできません。
※本年度後期分入場券を既に５枚申込みしている方は応募できません。

ホームページ

東京ドーム天然温泉・スパラクーアの平日入場券後期分の追加販売を行います。

◆チケット購入後のキャンセル・変更・再発行はできません。
◆開設期間また営業時間は天候等の影響により変更することがあります。
　各施設のHPなどで確認のうえご利用ください。

スキー場

猪苗代スキー場
福島県耶麻郡猪苗代町
字葉山7105
☎ 0242-62-5100

舞子スノーリゾート
新潟県南魚沼市舞子
2056-108
☎ 025-783-4100

湯沢中里スキー場
新潟県南魚沼郡湯沢町
土樽 5044-1
☎ 025-787-3301

六日町スキーリゾート
新潟県南魚沼市小栗山
2910-114
☎ 025-773-3311

料　　 金

大　人　２,５００円
（一般料金　４，７００円）

子　供　２，０００円
（一般料金　３，９００円）

２，３００円
（大人、子供、シニア共通）

（一般料金　４，７００円）

大　人	 ２，１００円
（一般料金　４，２００円）

子　供	 ９００円
（一般料金　２，１００円）

２，５００円（施設利用券付）
（大人、子供、共通）

（一般料金　３，９００円）

券　　 名 １日券 １ｄａｙパス リフト１日券 リフト１日券

枚　　 数 各施設　１会員　５枚まで

申込方法 ●会員番号・氏名・利用施設名・枚数・送付先（自宅か勤務先）　※猪苗代と湯沢中里スキー場は大人、子供を明記

販売終了日 平成２６年１２月１６日（火）午後５時まで

開設期間
（予定）

平成２６年１２月２０日（土）
～平成２７年３月２９日（日）

平成２６年１２月２０日（土）
～平成２７年３月２２日（日）

平成２６年１２月１９日（金）
～平成２７年３月２２日（日）

平成２６年１２月１９日（金）
～平成２７年３月２９日（日）

アクセス

●�磐越道�猪苗代磐梯高原
ＩＣより８㎞

●�ＪＲ磐越西線「猪苗代
駅」より無料シャトルバ
ス有

●�関越道　塩沢石打ＩＣ
より１分

●�ＪＲ上越新幹線「越後
湯沢駅」より無料シャ
トルバス有

●�関越道　湯沢ＩＣより
　１０分

●�ＪＲ上越線「湯沢中里
駅」直結

●�関越道六日町ＩＣより５分

●�ＪＲ上越線・ほくほく線
　�六日町駅より無料シャ
トルバス有

そ の 他
大人＝中学生以上
子供＝小学生
未就学児童は無料

未就学児童は無料
（保護者同伴）

大人＝中学生以上
子供＝小学生
未就学児童は無料
　　（保護者同伴）

未就学児童は無料
（保護者同伴）

“２０１４～２０１５”シーズンのスキーリフト前売り券を販売します。期間限定販売の大変お得な券です。

スキーリフト前売り券の販売
窓口販売は１１月２５日より

ホームページ
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映画鑑賞券
「ＴＯＨＯシネマズパスポートチケット」を発売！
ＴＯＨＯシネマズ各館で利用できる大変便利な映画鑑賞用の「パスポートチケット」を発売いたします。
本年より「ＴＯＨＯシネマズ六本木ヒルズ」でも使用できます。
会員・ご家族様で利用できる格安チケットです。どうぞご利用ください。

申込方法

一会員　　５枚まで

申込期限　平成２６年１１月２８日（金）午後５時必着
ハガキ／ＦＡＸ／ホームページより、事業名・会員番号・住所・会員氏名・申し込み枚数・
郵送先（自宅か勤務先）を記入のうえお申込みください。
募集枚数を超えた場合は抽選になります。落選の通知はいたしません。
※抽選結果はホームページをご覧いただくかお問い合わせください。
※当選された方には、チケットを郵送いたします。

申込み締切り後のキャンセル・枚数変更はできません。

販売価格 １	枚　１，０００円（会員特別価格）

募集枚数 １,０００枚（申し込み多数の場合は抽選となります。

有効期限 平成２７年�５�月３１日（日）まで 発 送 １２月�２�日（火）（予定）

そ の 他

●チケット１枚につき、一人一作品の鑑賞ができます。
●各種割引と併用はできません。
●特別興行作品など一部ご利用できないものがあります。
●大人、小人共通利用です。
●施設によって休業日が違いますので、ご確認のうえご利用ください。
●現金との交換、返金および再発行はできません。

ホームページ

Magic Kingdom Club News ディズニーリゾートの
クリスマススペシャルイベント

１１月７日（金）から１２月２５日（木）まで絶賛開催中！

東京ディズニーランド
｢クリスマス・ファンタジー｣

東京ディズニーシー
｢クリスマス・ウィッシュ｣

今年も“ディズニー・サンタヴィレッジ”では、
　　　　ディズニーの仲間たちと

エルフたちがクリスマスの
準備に大忙し。

ファンタジックなクリスマスの世界が広がる
パークで、幸せなひとときをお楽しみください。

ディズニーの仲間たちの
　願いがこめられた
　　ツリーやオブジェ、
　　　煌めくイルミネーション、
　　　　夜には水上に大きな
　　　　　クリスマスツリーが
　　　　　　　光り輝いて…。

今年のクリスマス、
あなたはどんな願いをかけますか。



4

食事チケットの申し込み方法（１会員各施設ごと６枚まで）

① レストランへ
予約

▼

② 予約後
へ申し込み
▼

③ から食事
チケットを送付

▼

④ 当日チケットを
提出し食事を楽しむ

「足立区勤労福祉サービスセンター 」の会員と告げて、日程やコースを
予約してください。

食事チケットを郵送します。お申し込みから１週間ほどかかります。日程
にゆとりのない方は、窓口受取をお願いします。

レストランで、予約名を告げ食事チケットを提出のうえ、食事をお楽しみください。
※食事チケットの提出がない場合は、通常料金になりますのでご注意ください。

専用ハガキ／ＦＡＸ／ホームページから、必要事項を記入し へ申し込
んでください。
◆�必要事項　会員番号、氏名、レストラン名、利用日、コース名、利用枚数、
区分（大人・小人等）、送付先（自宅か事業所）、日中連絡のつく電話番号

ホームページ

ホテル椿山荘東京 「イヤーエンドブッフェ」
　文京区関口２－１０－８　　交通：東京メトロ有楽町線「江戸川橋」１ａ出口徒歩約１０分

ホテル椿山荘東京の「イヤーエンドブッフェ」を開催します。
ご家族でお楽しみください。

食事チケット　ご案内中です
●	ヴィエイユ・ヴィーニュ　マキシム・ド・パリ　赤坂
　　　～平成２６年１２月１０日まで　詳しくは「From 」９月号をご覧ください。

●	帝国ホテル
　　　～平成２６年１２月３０日まで　詳しくは「From 」１０月号をご覧ください。

●	第一ホテル東京
　　　～平成２６年１２月３０日まで　詳しくは「From 」１０月号をご覧ください。

●	京王プラザホテル
～平成２６年１２月３０日まで　詳しくは「From 」１０月号をご覧ください。

開催期間 平成２６年１１月２２日（土）～１２月２８日（日）

時　　間 ●�受付１８：３０～　●�お食事　１９：００～２１：００（１２０分制）

予 約 先 ０３－３９４３－１１４０　　（９：００～２０：００）

利用料金

●大　人� ６，７００円（通常料金　８，５００円）
●小学生� ２，８００円（通常料金　４，０００円）
●幼児�( ３歳以上 )� １，５００円（通常料金　２，５００円）
　金額は、消費税・サービス料が含まれます。

内　　容
約４０種類の和洋中バイキングの食べ放題
フリードリンク（ビール、赤・白ワイン、焼酎、ウイスキー、ソフトドリンク）

そ の 他
※日によって時間が異なる場合があります。
※仕入れ状況により、メニュー内容が変わる場合があります。
※状況により開催が中止になる場合があります。

１会員６枚まで

１会員各施設６枚まで
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今年もやって来ます！ ２０１５年ふるさとの元気と活気が東京ドームに !!

開催日時

平成２７年１月９日（金）～１月１８日（日）１０日間
時間　１／９（１１：００～２１：００）
　　　１／１０以後１０：００開始ですが、終了時間はその日によって違います。
　　　（１９：００～２１：００）チラシ等でご確認ください。
　　　最終日１／１８は１８：００までとなっております。
　※入場は閉場３０分前まで

会　　場 東京ドーム　

斡旋料金 大　人（中学生以上）　８００円（当日券　１，６００円）　
　※小学生以下のお子様は、大人１名の付添につき４名まで無料

申込
販売方法

◉窓口販売　１２月２５日（木）まで
◉ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ　１２月２２日（月）午後５時必着
　※一会員４枚まで　完売をもって販売終了

ふるさと祭り東京２０１５～日本のまつり・故郷の味～ ホームページ

●お祭りひろば…
巨大な山車から、煌びやかな踊り手。全国各地の文化と伝統、
人情があふれだす“祭”の数 を々東京ドームで体感してください
青森「青森ねぶた祭」・秋田「秋田竿燈まつり」・石川「石崎奉燈祭」（予定）

●第６回全国ご当地どんぶり選手権…�
今回もお客様の投票でグランプリが決まります。
予選会を勝ち抜いてきたどんぶり。No.1を決めるのは、あなた!!

●にぎわい市　●絶品！逸品！ちょいのせ市場
●ＦＮＳフジテレビ系列ご当地テレビ局逸品ストリートもご堪能ください。

笹かまぼこ　味の宅配便
新鮮な魚介類から作りだされる
本物の味を宮城県女川町からお届けします。

商　　 品

《笹かまぼこ詰め合わせ》
商品内容
（Ａ）�笹かまぼこ：１１枚
� （吉次３枚・石持４枚・チーズ笹かまぼこ４枚）
（Ｂ）�笹かまぼこ：１０枚
� （吉次４枚・石持３枚・チーズ笹かまぼこ３枚）
� あげかま　：１０枚
� （たかまさあげ・かいばしら・ごもく・えびの４種類）
㊟賞味期限：笹かまぼこ・あげかま：出荷日＋６日　　　※クール便での配送となります。

料　　 金
（Ａ）１，９００円（税・送料込）　一般料金�２, ５６９円（税込・送料込）
（Ｂ）２，７００円（税・送料込）　一般料金�３, ６８１円（税込・送料込）

申込口数 1会員（Ａ）（Ｂ）合わせて2口まで 商 品 発 送 １月中旬（予定）

締　　 切 １２月５日（金）午後５時必着 振込用紙発送 １２月１１日（木）頃

Ａ

《お届先》ハガキ／FAX／ホームページの通信欄にはっきりとお書きください。
口　　数…送り先ごとに種類（Ａ）か（Ｂ）と口数をお書きください。
ご本人用…「自宅」か「勤務先」をお書きください。
ご本人以外…「〒・住所・氏名・連絡先電話番号」をお書きください。

頑張ろう東北応援企画 ホームページ

B
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会員拡大
キャンペーン

現在、 に加入されている事業所で

１２月から３月までに
　　　追加入会していただくと

入会金無料＆記念品を進呈！

　公益財団法人 足立区勤労福祉サービスセンター“ ”では、会 員 様 のスケ ールメリット

を より高 め る た め 、「会員拡大キャンペーン」を展開します。
キャンペーン期間中の１２月１日（月）から３月３１日（火）までに同一事業所で会員様を追加入

会されますと、入会金２００円が無料＆入会月に応じた相当額の記念品（区内共通商品券又

はクオカード）をプレゼントいたします！

１２月中に入会の場合は、入会者一人につき	 ２，０００円	相当の記念品

　１月中に入会の場合は、入会者一人につき	 １，５００円	相当の記念品

　２月中に入会の場合は、入会者一人につき	 １，０００円	相当の記念品

　３月中に入会の場合は、入会者一人につき	 ５００円	相当の記念品

会員拡大キャンペーン手続き

ゆうに加入している

事業所様

①“ ”へ「会員拡大キャンペーン」手続き書類を

請求する（会員番号をお伝えください）

「会員拡大キャンペーン」手続き書類を送付します

②“ ”から届いた必要書類に記入し返送する

振込用紙で郵便局から会費を振り込む

書類返送と入金確認ができ次第、会員カードや

利用ガイドなどと一緒に記念品を送付します

会費は月額５００円です。１２月加入の場合は２，０００円、１月加入の場合は１，５００円、２月加入の場合は
１,０００円、３月加入の場合は５００円を郵便局で振込んでください。（４月以降は半年ごとに、指定口座より引き
落とさせていただきます。）会費を納入いただいた段階で、入会となりますのでご注意ください。
入金の確認に３営業日ほどかかる場合がありますのでご了承ください。

まだ“ ”に加入していない事業所で新たに加入される方には「新規入会キャンペーン」を展開予定！ 足立区内全
戸配布の「公社ニュースときめき」１２月号（１２月初旬配布予定）をご覧になるか、“ ”へお問い合わせください。

お電話をいただければ、「会員拡大キャンペーン」手続き書類をお送りします。
問合せ先　TEL 03-3838-3586　FAX 03-3838-3556

“ ”窓口でもお手続きできます！　
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アンケート調査結果
「Ｆｒｏｍ 」７月号でご協力をお願いいたしましたアンケート調査につきまして、大変多くの会員の皆様か
らご意見ご要望をいただくことができました。ご協力ありがとうございました。
※�ご回答いただきました方々の中から、抽選で２００名の方へ記念品（図書カード）をお送りしております。

アンケート調査時（７月１日）現在の会員数　　１１，７３８人　　回答率　５．８％

回答数 ６８５
男性 ３１５
女性 ３７０

年代別
～２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代～
４５ ９７ １３５ １９０ １４９ ６９

1　今まで利用して良かったもの、また利用したいと思うものは何でしょうか？

2　行ってみたいと思うレジャー施設やレストラン（多数いただいたご意見）

レジャー施設
①東京ディズニーリゾート特別利用券　４６０件　②遊園地フリーパス　３２３件　
③スパリゾートハワイアンズ　１４８件

旅行等 ①宿泊利用補助　３１９件　②日帰りバスツアー　１８２件　③会員制リゾートホテル　５５件

チケット ①映画鑑賞券　２２１件　②クオカード　１８４件　③図書カード　１８１件

グルメ ①ジェフグルメカード　２５１件　②ホテル食事チケット　１８０件　③マックカード　１８０件

健康・スポーツ ①スポーツクラブ　９０件　②人間ドック　５８件　③健康診断　４４件

その他 ①給付金　３４７件　②美術展チケット　１６１件　③資格取得補助　９１件

レジャー施設
①東京ディズニーリゾート　１１７件　
②ユニバーサルスタジオジャパン　１００件　　東京スカイツリー　１５件

レストラン
①帝国ホテル　２５件　　②品川プリンスホテル　２４件　　
③東京ディズニーリゾートホテル　２２件

3　” ”の事業内容について、どの程度満足していただいていますか？

大変満足 満足 ふつう やや不満 不満 未回答
７４ ３５６ ２０５ ３３ ５ １２

4　” ”へのご意見ご要望（複数いただいたもの）

●ａｍａｚｏｎカードを取扱ってほしい。
●ジェフグルメカードの割引率をもっと高くしてほしい。
●健康ランド利用補助券の枚数を増やしてほしい。
●東京ディズニーリゾート特別利用券の枚数を増やしてほしい。
●マッサージ施設の割引・利用補助
●スポーツクラブの枚数をもっと増やしてほしい。
●もう少し土日の窓口を開けてほしい。（※をご覧ください）
●観劇コンサートの種類を増やしてほしい。
●映画鑑賞券の販売を西新井や竹の塚など北千住以外でも買えるようにしてほしい。
●ツアーなど、土日が多いので利用できない。平日もやってほしい。

※ 土日祝夜間のチケット受取りついて
窓口営業時間内にお越しいただけない場合、遊園地フリーパスや健康診断利用承認書など（図書カード

など支払方法が代金引換郵便のものは除く）は、平日の午後５時から午後８時まで、土・日・祝日は午前９
時から午後８時まで、足立区勤労福祉会館（綾瀬）又はあだち産業センター（千住）で受け取ることができ
ます。電話でのお申込みの際にご相談ください。
また、毎月第４土曜日は、午前９時から午後４時まで は営業しています。（今年の１２月は第３土曜日）

5　” ”事務局から

今回のアンケート調査でいただきましたご意見ご要望は、各種サービスとのバランスや利用実績等を十分
に踏まえ、来年度の事業計画作成の際に参考とさせていただきます。
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販売方法

窓　口 随時販売しています。

郵　送
電話でお申込ください。代金引換郵便でお送りします。
代金引換手数料は、合計金額４９，６０９円までは３９０円、９８，７７０円までは 
１，２３０円となりますので販売商品を組み合わせてご購入いただけます。

クオカード　コンビニ他ガソリンスタンドでも使えます！その加盟店は全国で３５，０００店あります。

販売価格 １枚　４，７００円　　（一般価格　５，０００円）

販売制限 １会員　年度内　２０枚まで

図書カード　読書の秋到来です。秋の夜長、大好きな作家の作品に酔いしれてみませんか？

販売価格 １枚　２，７００円　　（一般価格　３，０００円）

販売制限 １会員　年度内　２０枚まで

足立区内共通商品券 足立区商店街振興組合連合会加盟店で利用できます。（有効期限は、おおむね５年です）

販売価格 １セット　４，７００円（５００円券×１０枚）　
販売制限 １会員　年度内　２０セットまで　

はるかぜ回数券
日立自動車交通㈱及び㈱新日本観光自動車の「はるかぜ」回数券を割引価格にて販売しています。

販売価格
日立自動車交通㈱ １冊（１１枚綴り）　１，９００円（一般価格　２，１００円）

㈱新日本観光自動車 １冊（１７枚綴り）　２，８００円（一般価格　３，０００円）

販売制限 １会員　年度内　２０冊まで

足立区公衆浴場共通入浴回数券　～熱いお風呂が恋しい季節になりました～

販売価格 １冊（１１枚綴り）　３８００円（２６年１０月１日現在　大人４６０円です。）

販売制限 １会員　年度内　６冊まで　　（使用期限　平成２７年６月３０日）

カード・商品券・回数券　好評販売中！！ ホームページ

「マダム・タッソー東京」と「レゴランド・ディスカバリー・センター東京」 ホームページ
オープンチケット

販売

昨年好評をいただいた「レゴランド・ディスカバリー・センター東京」その隣の「マダム・タッソー東京」
のオープンチケットを販売いたします。日時指定無しで優先入場できるお得なチケットです。レゴランド
は中学生以下の子供の同伴が必要です。大人のみの入場ができなくなりましたのでご注意ください。

「レゴランド・ディスカバリー・センター東京」及び「マダム・タッソー東京」共通事項
◆申込方法　ハガキ・FAX・ホームページにて次の事項を記入して へお申し込みください

希望チケット名（「レゴランド」又は「マダム・タッソー」）・会員番号・会員氏名・希望枚数（「マダム・タッソー」は大人・小人を記入）・
送付先住所（自宅又は勤務先）　※両方のチケットを申し込む場合には、それぞれ申込書をご記入ください。

◆ オープンチケットになりますのでチケットお渡しから有効期限までであれば、利用の日付指定はありません。
◆申込枚数が販売枚数を超えた場合、抽選とさせていただきます。※落選者への通知はありません。
◆ 申込締切日：１１月２８日（金）午後５時必着　チケット発送日：１２月上旬予定     　締切後のキャンセル・申込枚数の変更はできません。

LEGO, the LEGO logo, the Brick and Knob configurations, 
the Minifigure and LEGOLAND are trade marks of the LEGO 
Group. © 2014 The LEGO Group.

レゴランド・ディスカバリー・センター東京

オープンチケット（日付指定なし）

1,400円 ※大人、小人（３歳以上）同一価格
（当日一般価格：2,300 円）

有効期限　平成２７年６月末
販売枚数　限定２００枚
一会員５枚まで（マダムタッソーとは別）

マダム・タッソー東京
オープンチケット（日付指定なし）

大人（中学生以上）� 1,300円
小人（３歳～小学生）� 1,000円

（当日一般価格：大人 2,000 円 小人 1,500 円）
有効期限　平成２７年６月末

販売枚数　限定１００枚（大人小人合計）

一会員５枚まで（レゴランドとは別）

© The images shown depict wax figures created and owned by Madame Tussauds.
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申込方法
●�ハガキ／ＦＡＸ／ホームページより、チケット名・会員番号・氏名・住所・電話番号・枚数・
送付先（自宅・勤務先）を記入のうえお申込みください。
●�窓口販売もしていますのでご利用ください。

販売枚数 １会員後期分　６枚まで　在庫枚数が無くなり次第終了

料 金 １枚６００円（一般料金　３，２４０円　税込）　※３歳未満は無料です。

利用期間 平成２７年３月３１日（火）まで

そ の 他
●チケットは、随時発送いたします。
●申込締切り後のキャンセル・枚数変更はできません。
●本年度後期分入場券を既に６枚申込みしている方は応募できません。

スパリゾートハワイアンズ入場券後期分の追加販売をいたします。

スパリゾートハワイアンズ入場券の追加販売 ホームページ

観劇・コンサート鑑賞託児サービス利用料の一部を補助します。
　 で販売した観劇・コンサート（東京交響楽団、国立演芸場を含む）を鑑賞するために、託児サービス
を利用した場合に利用料の一部を補助します。

利用できる方 会員・家族

利用回数 年度内３回

利用補助金

１回につき２，０００円
ただし、１回利用額が２，０００円に満たない場合は、補助の対象になりません。
一公演に２名以上で利用した場合も１回利用分請求となります。

※保育・託児サービス事業を営む団体等への利用に限ります。

「 利用ガイド２０１４」Ｐ３４をご覧ください。

I n f o r m a t i o n
 ●１２月の土曜営業は、１２月２０日となります。

 ●各種手続きの印鑑について
　各種補助金請求や給付金請求には必ず印鑑が必要です。
　スタンプ印（シャチハタ）では、手続きができません。窓口にて手続きをされる場合は、必ず印鑑をご
持参くださいますようお願いいたします。印鑑がありませんと手続きができませんのでご注意ください。

 ●「映画前売券利用補助券」取り扱い店舗の名称が変わりました。
ウィルコムプラザ北千住�⇒	ワイモバイル北千住　　　所在地・電話番号は変更ありません。
　　（足立区千住２－２２　　℡０７０－６９４８－０１１６　年中無休　営業時間１０：００～２０：００）

 ● ディズニーストア北千住ルミネ店閉店のお知らせ
「ディズニーストア北千住ルミネ店」は、すでに閉店しております。マジックキングダムクラブカード・特
別利用券によるパスポートの購入は、他のディズニーストア（ 利用ガイド２０１４Ｐ１１掲載、北千住
店以外の１４店舗）および東京ディズニーリゾートチケットセンター、東京ディズニーシー／ディズニーラ
ンド正面チケット販売窓口をご利用ください。

 ● スポーツクラブ「キッツスポーツスクエア綾瀬」の運営会社名が変わりました。
　１０月１日から、株式会社キッツウェルネスから株式会社ダンロップスポーツウェルネスに社名が変更に
なりました。ご購入いただいたチケットはそのままご利用できます。
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《デプランケア・テトラピュラ》
『バンクス花譜集』より（オーストラリア）

エングレーヴィング
Bunkamura ザ・ミュージアム収蔵

©Alecto Historical Editions Ltd / The Trustees of the 
Natural History Museum, London

映画「シザーハンズ」「バットマン」「チャーリーとチョコレート工場」を手掛けた映画界の
鬼才ティム・バートン。今回の展示では、油絵、スケッチ、デッサン、未公開映像作品、 
オブジェなど約５００点を日本初公開。

ティム・バートンの世界 ホームページ

ホームページ

ホームページ

開催日時

平成２６年１１月１日（土）～２７年１月４日（日）　会期中無休
　１１：００～２２：００（土日祝は２３：００��１１／５は２０：００まで）
※平日２１：００～２２：００の時間で貸切になる場合があり、
　予めＨＰにてご確認ください。（http://www.tim-burton.jp）

会　　場 森アーツセンターギャラリー（六本木ヒルズ　森タワー５２Ｆ）

斡旋料金

一　般� １，２００円	（当日券� １，８００円）�
高校大学生� ８００円�（当日券� １，３００円）�
子供（４歳～中学生）� ４００円�（当日券� ８００円）�
��※障がい者手帳をご提示の方と付添の方１名は当日料金の半額で入場できます。当日会場でご購入ください。

申 込
販売方法

●窓口販売�� １２月２６日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ� １２月２２日（月）午後５時必着　　
●一会員５枚まで� （注）完売をもって販売終了

開催日時

平成２６年１２月６日（土）～２７年３月１日（日）
　１０：００～１８：００（入館は１７：３０まで）
【クリスマス・ナイト・ミュージアム】
１２／２２～１２／２４は２０：００まで（入館は１９：３０まで）ナイトコンサートを開催
休館日　木曜日、１２／２９～１／２　（ただし１２／２５は開館）

会　　場 横浜美術館（横浜・みなとみらい）

斡旋料金

一　般　　　９００円（当日券　１，３００円）
※当サービスセンターは一般のみの取扱いです。
※障がい者手帳をお持ちの方と同伴の方１名は無料
※本展鑑賞券で観覧当日に限り横浜美術館コレクション展もご覧いただけます。

申 込
販売方法

●窓口販売�� ２７年２月２４日（火）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ� ２７年２月２０日（金）午後５時必着
●一会員５枚まで� （注）完売をもって販売終了

開催日時

平成２６年１２月２３日（火・祝）～２７年３月１日（日）
　　１０：００～１９：００（入館は１８：３０まで）

毎週金・土曜日は２１：００まで（入館は２０：３０まで）
休館日　１／１、１／２６

会　　場 Ｂｕｎｋａｍｕｒａザ・ミュージアム（渋谷・東急本店横）

斡旋料金
一　般　　　　　８００円（当日券　１，３００円）
※当サービスセンターは、一般のみの取扱いです。
※障がい者手帳のご提示で割引料金あり、詳細は窓口でお尋ねください。

申 込
販売方法

●窓口販売� ２７年２月２４日（火）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ�２７年２月２０日（金）午後５時必着　　
●一会員５枚まで� （注）完売をもって販売終了

《白のシンフォニー No.2：小さなホワイト・ガール》
1864 年 テート美術館
©Tate, London 2014

ホイッスラー展

Bunkamura25 周年記念

キャプテン・クック探検航海と『バンクス花譜集』

ジャポニスムの巨匠、ついに日本へ。ジェームス・マクニール・ホイッスラーは、１９世紀後半ロンドンとパリを主
な拠点に活躍し、クロード・モネなど印象派の画家たちとも親交がありました。また、日本美術からインスピレー
ションを得て独自のスタイルを確立したジャポニスムの画家として世界的に知られています。

１７６８年、ジェームス・クックを艦長とするエンデバー号が旅立ました。その船には乗組員、鍛冶屋、医師、
料理番のほか動植物などの自然科学的調査に科学班が同行。そのメンバーの一人がジョゼフ・バンクス。苦
難の航海のなか、未知の植物と出会い採集し記録に残したものが『バンクス花譜集』です。
探検航路をたどりながら、約１２０点の美しい植物の銅版画や関連資料を展示します。
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チケット名 開催日程 販売期間 詳細

ウフィツィ美術館展 １２月１４日（日）まで 窓口　～１２／１２
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～１２／５ From ９月号

Ｂｕｎｋａｍｕｒａ２５周年記念
夢見るフランス絵画 １２月１４日（日）まで 窓口　～１２／１２

〒／ＦＡＸ／ホームページ　～１２／５ From ９月号

日本国宝展 １２月７日（日）まで 窓口　～１２／５
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～１１／２８ From ９月号

フェルディナント・ホドラー展 ２７年１月１２日（月）まで 窓口　～２７／１／９
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～１２／２６ From ９月号

ボストン美術館ミレー展 ２７年１月１２日（月）まで 窓口　～２７／１／９
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～１２／２６ From １０月号

☆☆「美術展チケット」好評販売中 ☆☆ ホームページ

対象施設
都内７８の美術館･博物館・動物園･水族園・植物園
●各施設指定の展示を１回ずつご覧いただけます。
●施設ごとにぐるっとパスで「入場できる展示」と「割引券として利用できる展示」があります。

有効期間 最初に利用した日から２ヶ月間　　※最終有効期限は、平成２７年３月３１日まで

料 金
１, ４００円　（一般料金２, ０００円）　　※大人料金のみ
　※お子様と６５歳以上の方は各展示の入場料金をお確かめください。

申 込 み
販売方法

●一会員　６冊まで
●窓口販売　平成２７年１月３０日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ　平成２７年１月２３日（金）午後５時必着

お 問 合
せ 先

東京・ミュージアムぐるっとパス事務局　
☎�０３－５６１０－００５１（１０：００～１７：００�土日祝日をのぞく）
http://www.rekibun.or.jp/grutto/

東京の美術館 ･
博物館等共通入館券「東京・ミュージアム  ぐるっとパス２０１４」 ホームページ

《広告》シアター１０１０
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観劇・コンサート

かめあり亭落語まつり

新春寿寄席
～笑う今日こそ楽しけれ～

美輪明宏ロマンティック音楽会

桂文枝　新春特撰落語会

篠笛日和～月から眺めるかぐや姫～

清水ミチコ一人武道館�
～趣味の演芸～

江原啓之新春講演会 ２０１５

全席指定　３，５００円
　　 （一般料金　４，５００円）
会場：有楽町朝日ホール
　　　（有楽町・日比谷）�
枚数：１０枚（１会員２枚まで）

◆申込方法 ハガキ／ＦＡＸ／ホームページでお申込みください（２演目以上の申し込みはハガキ・
ＦＡＸを別に書いてください）。座席につきましては、種別のみで座席位置は決定して
おりません。座席はご希望に添えない場合もあります。

◆注　　意 公演日、公演時間が２つ以上ある演目は、必ず希望日（番号）をご記入ください。
◆締　　切 １１月２５日（火）　〈午後５時必着〉
◆通　　知 当選者の方に１２月下旬までにチケットと振込用紙を送ります。

落選通知はいたしません。（当落のお問い合わせは１２／１７以降にお願いします）
◆キャンセル 締切後のキャンセル・変更はできません。また、発送したチケットは再発行できません。
◆託児サービス
　利用補助

で販売した観劇・コンサートを鑑賞するために託児サービスを利用した場合に補助を
します。詳しくは「 利用ガイド２０１４」Ｐ３４をご覧ください。

１／２（金）１６：００

１／２５（日）１５：００

全席指定�３，０００円�（一般料金�４，０００円）

会場：かめありリリオホール（亀有）�
枚数：１０枚（１会員２枚まで）

全席指定　４，５００円
　　（一般料金　６，０００円）
　※おみやげ付き

会場：日本武道館（九段下）
枚数：１０枚
　　　（１会員２枚まで）

全席指定　４，２００円
　　　（一般料金� ５，５００円）

会場：東京国際フォーラムホールＣ
　　　（有楽町・日比谷）�
枚数：１０枚（１会員２枚まで）

１／３（土）１３：３０１２／２０（土）１６：３０

※未就学児入場不可
「竹取物語」のストーリーを女流篠笛奏者六人の演奏
と朗読でつづるコンサート
出演：小泉なおみ、こと、武田朋子、朱鷺たたら、
松尾慧、山田路子（以上篠笛※五十音順）

１／１２（月・祝）１６：３０

１／２４（土）１８：００

Ｓ席指定　　５，５００円
　（一般料金　７，２００円）　

会場：大宮ソニックシティ
　　　大ホール�

枚数：１０枚（１会員２枚まで）

予定曲目：ヨイトマケの唄／愛の讃歌　ほか

全席指定（一般）�３，０００円
全席指定（高校生以下）�２，２００円
　（一般料金� 一般�４，２００円　
　� 高校生以下�３，０００円）
会場：ギャラクシティ西新井文化ホール（西新井）
枚数：２０枚（１会員４枚まで）

出演：桂　文治、柳亭市場、柳家権太楼、
　　　ボンボンブラザース

演目：「淡路島・戀の七福神♥」
　　　「喫茶店の片隅で」

講演／テーマ
「災いから身を守る霊的秘儀」

撮影：御堂　義乗
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１／１７（土）１７：００

１／３１（土）１１：００

１／２６（月）１１：００ １／１０（土）１１：００

１／１２（月・祝）１１：３０

2015 新春 ジャニーズ・ワールド

宙組公演
ミュージカル『白夜の誓い』～グスタフⅢ世、誇り高き王の戦い～

グランド・ショーＰＨＯＥＮＩＸ宝塚～蘇る愛～

B席指定�８，０００円
　　�（一般料金　８，０００円）
※定価での販売になります。
会場：帝国劇場
　　　（日比谷・有楽町）
枚数：１０枚�（１会員２枚まで）

S席限定　９，８００円
　  （一般料金　１３，０００円）
会場：明治座（人形町）
枚数：各回１０枚（１会員２枚まで）

全席指定　６，２００円
（一般料金　８，５００円）

会場：三越劇場（日本橋）
枚数：１０枚（１会員２枚まで）

全席指定　４，２００円
　　　��（一般料金　５，５００円）
会場：東京国際フォーラム�ホールＡ
　　　（有楽町・日比谷）
枚数：１０枚（１会員２枚まで）
　　　　※４歳以上入場可

S席指定　６，８００円
（一般料金　８，８００円）
会場：東京宝塚劇場
　　　（日比谷・有楽町）
枚数：５０枚�
� （１会員２枚まで）

全席指定　４，５００円　
　　（一般料金　６，０００円）

会場：日本武道館（九段下）
枚数：１０枚
　（１会員２枚まで）

一等席　６，５００円�（一般料金　９，０００円）

会場：浅草公会堂（浅草）�
枚数：各回１０枚�（１会員２枚まで）

May J. Budokan Live 2015
〜 Live to the Future 〜

スタンド・バイ・ユー 
～家庭内再婚～

 明治座新春特別公演

春日局

世界まるごとクラシック
〜 HAPPY NEW YEAR 2015 〜

花柳章太郎没後五十年追悼

新春新派公演
新春浅草歌舞伎 
新しい時代の幕が開く！

出演：尾上松也、中村歌昇、坂東巳之助　ほか

１／１８（日）１７：００

指揮・お話：青島広志
演奏予定：�行進曲「威風堂々」第１番（エルガー)、Ｇ線上の

アリア（J.S. バッハ）、映画「アナと雪の女王」より
“レット・イット・ゴー ” ほか

※都合により曲目を変更する場合があります。

❶１／１１（日）１６：３０
❷１／１２（月・祝）１２：００

❶１／１５（木）１９：００　❷１／２４（土）１８：００

橋田壽賀子と石井ふく子による、ふたりの母の物語
原作・脚本：橋田壽賀子　　演出：石井ふく子
出演：高島礼子、一路真輝、西郷輝彦、大空真弓　他

※前回公演より

作・構成・演出：ジャニー喜多川
出演：佐藤勝利、中島健人（Sexy Zone)　
　　　橋本良亮、戸塚祥太、河合郁人、五関晃一
　　　塚田僚一（A.B.C-Z）、錦織一清（特別出演）　他

最強のヒットメーカーが最高のタッグで贈る大人のコメディ！
脚本：岡田惠和　演出：堤　幸彦
出演：ミムラ、戸次重幸、真飛聖、勝村政信、モト冬樹、
　　　広岡由里子、馬場良馬

一、大つごもり
　　波乃久里子一世一代にて、みね相勤めます
二、寒菊寒牡丹
　　花柳章太郎を偲び、新派一丸となり繰り広げる好舞台
出演：水谷八重子、波乃久里子、勝野洋、市川月乃助　ほか

©宝塚歌劇団

※３歳以上有料（２歳以下入場不可）

全席指定　 ７，０００円
　　　�　（一般料金　９，２００円）
会場：シアタークリエ
　　　（日比谷・有楽町）
枚数：各回１０枚（１会員２枚まで）©東宝演劇部
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指定店の特別セールをご紹介します。 《広告》ナース鞄工

 《広告》はせがわ

　期間 平成２６年１２月１日（月）
　　　　　　　〜２７年２月２６日（木）
� （土曜・日曜・祝祭日は定休）
　オリジナルランドセルが
　　会員特別割引（税込）で購入できます。
　ご購入の方へお祝い５大プレゼント !!
●保証書　●連絡袋　●雨降用カバー　●かわいい
ミニランドセル　●万一のお子様の交通事故に備え
た交通障害保険（最高３０万円）
※型によって付属が異なります。

☆　�商品に添付されたはがきをお送りいただきま
すと抽選で１００名様に特製オリジナルグッ
ズを差し上げます。

☆　�カタログは の窓口にもあります。在庫切
れなどの場合もありますので、あらかじめお
問い合わせください。

～商品一例～
品　番 商品名

11104 牛革ボルサランドセルキッズアミパック付A4クリアファイル対応
会員価格		￥36,280	税込
一般価格��￥60,480�税込

22104 クラリーノランドセルキッズアミパック付A4クリアファイル対応
会員価格		￥31,100	税込
一般価格��￥51,840�税込

55514 クラリーノカジュアルタテ型ランドセル
キッズアミパック付A4フラットファイル対応

会員価格		￥45,790	税込
一般価格��￥57,240�税込

55414 クラリーノカジュアルヨコ型ランドセル
キッズアミパック付A4フラットファイル対応

会員価格		￥48,380	税込
一般価格��￥60,480�税込

DD-03 ドッグデプトランドセルクラリーノA4クリアファイル対応
会員価格		￥40,600	税込
一般価格��￥50,760�税込

お問い合わせ　ナース鞄工（株）　担当�平原・井澤
　ＴＥＬ�０３－３８８７－８３７７　ＦＡＸ�０３－３８８０－６７９２
　足立区梅島３－１２－２０　　　　　　
　東武伊勢崎線「梅島駅」下車徒歩７分　
　◎ホームページアドレス　http://www.naas.co.jp
　◎メールアドレス　info@naas.co.jp

 《広告》ニチイ

●お掃除代行サービス
●お手伝いサービス
●お片づけサービス
●長期留守宅管理サービス

●お子さま安心サービス
●入退院安心サービス
●産前産後サービス

●シニアお手伝いサービス
●高齢者・障がい者ケアサービス

忙しい方にオススメ 妊産婦・育児中の方
にオススメ

ご高齢の方・障がいを
お持ちの方にオススメ

�優待内容
●デビュープラン（スタッフ１名、１．５時間）
　３，９８０円（税込）でご利用できます。
　（１住所１回限りの利用となります。）
●スポットプラン� ５％ＯＦＦ
●定期プラン� ５％ＯＦＦ

～お申込み方法～
対象者：従業員様およびそのご家族様（第二親等まで）
お申込み方法：
　電話：ニチイお客様センター【0120－212－295】へお電話ください。
　ホームページ：www.nichiiweb.jp/kaji のお申込みフォームよりお申込みください。
足立区勤労福祉サービスセンターの法人ＩＤ００６８：
　お申込みの際は、『足立区勤労福祉サービスセンター』および法人ＩＤ『００６８』
をお電話でお伝えいただくか、お申込みフォームに入力ください。
お見積り、ご契約時に「会員証」の提示をお願いします。

ニチイの家事代行サービス「ニチイライフ」優待利用のお知らせ
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