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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
１月１０日発行◎

１２月１日現在★
事業所数
会 員 数

4,741
12,366

２０１５年

１月号

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 ※１月の土曜営業は、２４日（９：００～１６：００）です。

　会員の皆様におかれましては、お健やかに新年をお迎えのことと、心よりお慶び
申しあげます。サービスセンター「 」では、今年も、ご利用いただけるメニュー
の内容を充実させ、会員の皆様にとって、より魅力あるサービスに努めてまいります。
　皆様の益々のご健勝とご多幸を心からご祈念申しあげ、新年のご挨拶とさせてい
ただきます。

理 事 長 仙波　　茂 理 事 宇井　敏伸 理 事 横溝　正雄
副理事長 野口　　節 理 事 近藤　浩富 監 事 倉本　文寛
常務理事 村岡　徳司 理 事 篠原　義臣 監 事 柴田　　壽
理 事 赤羽　敬司 理 事 鈴島　妙子 事 務 局 職 員 一 同
理 事 浅野　恭秀 理 事 山﨑　　健
理 事 池田　直也 理 事 山屋　昭夫

© 四季の富士　http://G-NEWS.JP/fujisan/
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「マックカード」の追加販売

申込枚数 一会員　　２セットまで　　※ 既に購入された方も再度購入できます。　　
販売価格 １ セット（５００券×１０枚）　４, ２００円

販売方法

●窓口で購入するか、ハガキ、ＦＡＸ、ホームページで申し込みください。
● ハガキ、ＦＡＸ、ホームページで申し込みする場合は、会員番号、会員氏名、申込セット数、

送付先（自宅又は勤務先）を記入してお申込みください。
　送付方法は、代金引換郵便のみとなります。
　※ 代金引換郵便手数料は、「利用ガイド２０１４」の５ページをご覧ください。

そ の 他 ● ハガキ／ＦＡＸ／ホームページの場合は、申し込みから郵便到着まで一週間程度かかります。
●販売予定数に達した段階で、販売終了となります。

全国の「マクドナルド」で商品を購入するときに利用できる、大変お得なカードです。
カード額面は１枚５００円、１０枚で１セットになっております。
どうぞご利用ください。　　　※使用期限はありません

ホームページ

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・
　会員氏名・電話番号・枚数・送付先（自宅又は勤務先）を記入
　のうえ　提出ください。
● 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

 ●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）

 ●下記の映画前売券利用補助使用施設（チケットぴあ）の営業時間が変更になりました
三省堂書店神保町本店……１０：３０～２０：００
ＡＢＡＢ上野店……………１１：００～２０：００（火曜定休）

 ●ジェフグルメカードは完売いたしました

 ●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」が７月２７日に閉店しました。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（ゆう利用ガイド２０１４Ｐ１１掲載、北千住店以
外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、東京ディズニーランド／ディズニーシー正面
チケット販売窓口をご利用ください。

I n f o r m a t i o n
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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

Ｈ２７年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！

　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。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。
　※過去３年以内に“ ”に加入したことのある方は、キャンペーンの対象となりません。

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！ 足立区内全戸配
布の「公社ニュースときめき」１月号をご覧になるか、“ ”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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チケット名 開催日程 販売期間 詳細

ホイッスラー展 ３月１日（日）まで 窓口　～２／２４
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～２／２０ From １１月号

キャプテン・クック
『バンフ花譜集』 ３月１日（日）まで 窓口　～２／２４

〒／ＦＡＸ／ホームページ　～２／２０ From １１月号

ワシントン・ナショナル・
ギャラリー展

２月７日（土）～
　５月２４日（日）まで

窓口　～２／６
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～２／２ From １２月号

ルーヴル美術館展 ２月２１日（土）～
　６月１日（月）まで

窓口　～２／２８
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～２／２０ From １２月号

第14回東京国際
キルトフェステバル

１月２２日（木）～
　１月２８日（水）まで

窓口　～１／１９
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～１／１６ From １２月号

テーブルウェア
フェステバル2015

２月１日（日）～
　２月９日（月）まで

窓口　～１／３０
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～１／２３ From １２月号

★★「チケット」好評販売中 ★★ ホームページ

「東京・ミュージアムぐるっとパス 2014」

　東京ドームを埋めつくす蘭が繰り広げる華やかな美の競演。
今回は記念すべき２５周年を迎え、テーマを「２５th Anniversary・祝祭」とし、展示や企画など、新た
な試みと発見に満ちた魅力的なイベントです。

ホームページ

ホームページ

開催日時
平成２７年２月１４日（土）～２月２２日（日）
１０：００～１７：３０　　※入場は１６時３０分まで

会　 場 東京ドーム（水道橋・後楽園）

料 金 一般券　１，４００円　（通常前売１，９００円）
　※保護者同伴に限り小学生以下は無料

販売期間
そ の 他

●窓口  ２月１３日（金）
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ ２月　６日（金）午後５時必着
●一会員４枚まで 
●なくなり次第販売終了です。

対象施設
都内７８の美術館 ･ 博物館・動物園 ･ 水族園・植物園
●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

ますのでご注意ください。

有効期間 最初に利用した日から２ヶ月間。ただし最終有効期間は平成２７年３月３１日（火）

斡旋料金
１４００円　（一般料金２０００円）　　※大人料金のみ
　※６５歳以上の方は各展示の入場料金を確かめて購入してください。

申 込
販売方法

（後期分）

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

東京の美術館 ･ 博物館等共通入館券
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食事チケットの申し込み方法（１会員各施設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

帝 国 ホ テ ル
千代田区内幸町１－１－１　　　　交通：東京メトロ日比谷線、千代田線、「日比谷駅」よりＡ１３出口徒歩３分

●上記料金には、税金・サービス料を含みます。	 ●各レストラン、お子様の特別設定はありません。
●催事期間中または特別営業中は除外となります。	 ●メニュー内容は、食材の都合で変更になる場合があります。

写真はイメージです

●インペリアルバイキング　《サール》　予約先：０３－３５３９－８１８７ 本館１７階
利用期間　　平成２７年１月１３日（火）～３月３１日（火）

券 種 時　間 料　金 備　考

昼  食
①１１：３０～１３：００
②１３：３０～１５：００

４，５００円
　通常料金 （平日 ６，０５０円）
 （土日祝日 ６，６００円）

土日祝日は別途追加料金９００円

夕  食

平日 ①１７：３０～１９：３０
②２０：００～２２：００ ６，７００円

　通常料金 （平日 ９，０２０円）
 （土日祝日 ９，５７０円）

土日祝日は別途追加料金９００円
土日
祝日

①１７：００～１９：００
②２０：００～２２：００

飲み放題プラン（１２０分）

（　　　　　　　　　　　　）
１０，０００円
　通常料金 （平日 １２，８７０円）
 （土日祝日 １３，４２０円）

土日祝日の追加料金は
ありません

◎約４０種類の西洋料理バイキング
　※中学生（１３歳）以上は同一料金。４歳～１２歳のお子様料金は店舗にお問い合わせください。

●鉄板焼　《嘉　門》　　予約先：０３－３５３９－８１１６ 本館１７階
利用期間　　平成２７年１月１３日（火）～３月３１日（火）

券  種 時　間 料　金 備考

昼  食 １１：３０～１４：３０ ４，４００円（通常料金　５，３９０円） ※ ４歳未満のお子様を伴うご利用は個室
（有料）に限らせていただきます。夕  食 １７：３０～２１：３０ １２，０００円（通常料金１９，８００円）

◎鉄板焼きコース料理

飲み物：ビール（瓶）、ワイン白赤、
ウィスキー、焼酎、ソフトドリンク
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枚　 数 １会員　１スキー場につき５枚まで

販売期間 シーズン券
窓口は平成２７年３月１３日（金）まで
郵送は平成２７年３月６日（金）午後５時到着分まで

申込方法 会員番号・住所・氏名・スキー場名・券の種別・枚数を記入のうえお申し込みください。

そ の 他
●リフト券保証料等が必要な施設があります。（返却時返金）
●営業期間は、天候等により変わることがあります。施設にご確認のうえご利用ください。
●チケット購入後のキャンセルや変更また再発行はいたしません。

２０１４〜２０１５ スキー場リフト券の販売
５か所のスキー場のリフト券（シーズン券）を販売します。
一般よりお得なチケットです。どうぞご利用ください

猪苗代スキー場 福島県耶麻郡猪苗代町　　　☎０２４２－６２－５１００
 営業期間　～平成２７年３月２９日（日）

リフト１日券
大人券（中学生以上） ３，０００円（一般料金４，７００円）　
小学生券 ２，５００円（一般料金３，９００円） 未就学児は無料（保護者同乗）

アクセス
　　　ＪＲ磐越西線「猪苗代駅」より無料シャトルバス有（平日は要予約）
　　　磐越道猪苗代磐梯高原ＩＣより約８㎞

石打丸山スキー場 新潟県南魚沼市石打　　　　☎０２５－７８３－５５７１
 営業期間　～平成２７年４月５日（日）

場内１日券
大人券（中学生以上）　３，１００円（一般料金４，３００円）
ジュニア券（小学生以下）・シニア券（６０歳以上）　２，６００円（一般料金３，４００円）
●未就学児は無料（保護者同乗）

アクセス
　　　ＪＲ上越新幹線「越後湯沢駅」よりバス１０分
　　　関越道湯沢 IC より５㎞

舞子スノーリゾート 新潟県南魚沼市舞子　　　　☎０２５－７８３－４１００
 営業期間　～平成２７年３月３１日（火）

１ｄａｙパス
大人券　２，９００円（一般料金４，７００円）　
中・高生・シニア券（５５歳以上）　２，６００円（一般料金４，２００円）
小学生券　１，８００円（一般料金２，９００円）未就学児は無料（保護者同乗）

アクセス
　　　ＪＲ上越新幹線「越後湯沢駅」より無料シャトルバス有
　　　関越道塩沢石打 IC より１分

湯沢中里スキー場 新潟県南魚沼郡湯沢町　　☎０２５－７８７－３３０１
 営業期間　～平成２７年４月５日（日）

リフト１日券
大人券（中学生以上） ２，９００円 （一般料金４，２００円）　
シニア券（５５歳以上） ２，０００円 （一般料金３，２００円）
小学生券　１, ０００円（一般料金２，１００円）　未就学児は無料（保護者同乗）

アクセス
　　　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５㎞

六日町スキーリゾート 新潟県南魚沼市小栗山　　☎０２５－７７３－３３１１
 営業期間　～平成２７年３月３１日（火）

１ｄａｙパス
大人券　２，５００円（一般料金３，９００円）
中・高・シニア（５５歳以上）　２，０００円　（一般料金３，０００円）
小学生券　１，０００円（一般料金２，０００円）　未就学児は無料（保護者同乗）

アクセス
　　　ＪＲ上越線・ほくほく線「六日町駅」より無料シャトルバス有
　　　関越道六日町ＩＣより３㎞

ホームページ
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会員証の提示により優待料金で利用できます
群馬県　丸沼高原スキー場	 群馬県利根郡片品村東小川　　☎０２７８－５８－２２１１
 営業期間　～平成２７年５月６日（水）

リフト１日券
●スキーパック特別割引（リフト１日券（ゴンドラ利用可）＋昼食券＋ドリンク券）
大人（１８歳以上）４，７００円（一般料金５，９００円相当）　※中高生は学生証提示で学割料金あり。

小学生　２，０００円（一般料金３，２００円相当）未就学児童は無料（家族同乗に限る）

アクセス
　　　関越道　沼田ＩＣより国道１２０号を日光方面へ約３７㎞

（駐車場平日無料・中央駐車場は土日休日、年末年始のみ有料　一般車￥５００～）

軽井沢スノーパーク	 群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢　　☎０２７９－８４－１２２７
 営業期間　～平成２７年４月５日（日）

リフト１日券
大人（中学生以上）２，５００円（一般料金３，５００円）
小人（４歳～小学生）・シニア（５５歳以上要証明書）１，５００円（一般料金２，５００円）

アクセス 　　　上信越道　碓氷軽井沢ＩＣより１４６号経由約４５分

会津高原	たかつえスキー場	 福島県南会津郡南会津町高杖原　　☎０２４１－７８－２２２０
 営業期間　～平成２７年３月３１日（火）

場内１日券
大人（中学生以上）３，２００円（一般料金４，２００円）
小人（５歳～小学生）・シニア（６０歳以上要証明書）２，５００円（一般料金３，２００円）

アクセス
　　　東武鉄道「会津高原尾瀬口駅」よりバス・タクシーで３０分
　　　東北自動車道・西那須野塩原ＩＣより６３㎞

シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳
小海リエックス・スキーバレー

長野県南佐久郡川上村御所平 ☎０２６７－９１－１００１
長野県南佐久郡小海町松原湖高原 ☎０２６７－９３－２５３７
割引有効期間　～平成２７年３月１５日（日）

リフト１日券

大人　　　　　　　平日　　２，５００円（一般料金３，５００円）
　　　　　　　　　土日祝　３，０００円（一般料金４，０００円）
子供（小・中学生）・マスター（５０歳～５９歳）

平日　　１，５００円（一般料金２，５００円）　
土日祝　２，０００円（一般料金３，０００円）

※キッズ（小学生未満）・シニア（６０歳以上）は現地チケットと同価格となります

アクセス

　　　八ヶ岳＝ＪＲ小海線野辺山駅よりタクシー５分
　　　小海＝ＪＲ小海線小海駅よりタクシー２０分
　　　八ヶ岳＝中央自動車道路　長坂ＩＣより約２１㎞・２５分
　　　小海＝中央自動車道路　長坂ＩＣより約４２㎞・５０分

※１　利用方法の詳細は各スキー場にお問い合わせください。
※２　会員証は１枚５名まで利用できます。
※３　開設期間及び営業時間は、天候等により変わることがあります。施設に確認のうえご利用をお願いします。
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☎
ゆう窓口で購入、または☎電話・専用ハガキ・ＦＡＸにてお申込みください。【必要事項】会員番号・氏名・
送付先（自宅または事業所のどちらか）・希望遊園地名・希望枚数（冊数）をご記入ください。
４施設ともチケットの利用期限は平成２７年３月３１日まで、いつでもご利用いただけます。

冬のイルミネーション開催中 ❆ ホームページ

❆
❆

❆❆ ❆

販売枚数
１枚　１，３００円　１会員１回１０枚まで、年度２０枚まで
　大人・小人共通　３歳未満無料
　　　（一般料金：大人 ４，８００円・小人 ３，７００円）

そ の 他
交通：東武スカイツリーライン「東武動物公園駅」徒歩１０分
休園日等は東武動物公園ホームページでご確認ください
http://www.tobuzoo.com/

販売枚数
１枚　５００円　１会員１０枚まで
　大人・小人共通　３歳未満無料
　　　（一般料金：大人 ４，２００円・小人 ３，２００円）

そ の 他
交通：西武池袋線「池袋駅」から直通１４分「豊島園駅」下車
休園日等はとしまえんホームページでご確認ください
http://www.toshimaen.co.jp/

販売枚数
１枚　５００円　１会員１０枚まで
　大人・小人共通　３歳未満無料
　　　（一般料金：大人 ３，３００円・小人 ２，８００円）

そ の 他
交通：西武新宿線「西武遊園地駅」または「西武園駅」徒歩５分
休園日等は西武園ゆうえんち HP でご確認ください
http://www.seibuen-yuuenchi.jp/

販売枚数

１冊　２,０００円　１会員１０冊まで（後期分）
　大人・小人共通　
１冊に１０ポイントあり、使いたい施設での利用や、ワンデー
パスポートに引き換えもできます。
※「ふるさと祭り東京２０１５」はミーツポート２階
　法人サービスカウンターにて５ポイントで、引き換えできます。

そ の 他

交通：東京メトロ丸の内線・南北線「後楽園駅」徒歩３分
「得１０チケット」については専用サイトで
http://www.tokyo-dome.co.jp/bigpass/10/
営業時間・運営状況等は東京ドーム公式サイトでご確認ください
http://www.tokyo-dome.co.jp/

東武動物公園１日フリーパス

としまえん フリーパス

西武園ゆうえんち フリーパス

東京ドームシティアトラクションズ 『得１０チケット』

２月１５日（日）までの
土日祝で開催

３月１５日（日）までの土日祝
及び　３月２１日（土）～
　　　　　４月５日（日）まで開催

４月５日（日）まで変則開催
開催日は HP 等で確認して 
ください

２月１５日（日）まで開催

❆

❆

❆

❆

❆

❆

❆

❆

❆
❆

❆

❆

❆

❆

❆

❆
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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

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！

２０１５　特別団体契約サンクス・フェスティバルのご案内
１月６日（火）から３月２０日（金）まで東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーが下
記期間にお得な料金でお楽しみいただけるパスポートです。
１　パスポート料金
「東京ディズニーランド」または「東京ディズニーシー」いずれかのパークを１日ご利用いただけます。
大人（１８歳以上） ５，８００円　《通常料金：６，４００円》
中人（１２～１７歳） ４，９００円　《通常料金：５，５００円》
小人（　４～１１歳） ３，９００円　《通常料金：４，２００円》

２　その他詳細につきましては申込書の注意事項等をご覧ください。

※手続き等の詳細については、「 利用ガイド２０１４」Ｐ３４をご覧ください。
※１回あたりの利用額が２，０００円に満たない場合は、補助の対象となりません。
※一公演に子ども２名以上で利用した場合でも、１回利用分の請求となります。
※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。
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観劇・コンサート

市川海老蔵特別公演

源氏物語

Disney ファンタジア・コンサート

三山ひろしコンサート２０１５
～歌い継ぐ！昭和の流行歌～

ディズニー・ライブ!
ミッキー＆ミニーのスターをさがせ !!

S 席指定　６，５００円
　　 （一般料金　８，５００円）
会場：東京国際フォーラム ホールＡ
　　　（有楽町・日比谷）
枚数：各１０枚（１会員２枚まで）

◆申込方法 ハガキ／ＦＡＸ／ホームページよりお申込みください（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 １月２３日（金）　〈午後５時必着〉
◆通　　知 当選者の方に２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２／１６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。

４／５（日）１０：００

Ｓ席指定　４，０００円
　　（一般料金　５，２００円）

会場：文京シビックホール 大ホール
　　　（水道橋・後楽園）
枚数：２０枚（１会員４枚まで）

S 席指定　９，０００円
　　　（一般料金 １２，０００円）

会場：東京ドーム
　　　（水道橋・後楽園）
枚数：各回１０枚
　　　（１会員２枚まで）

３／１３（金）１８：００

Ｓ席指定　　７，５００円
　（一般料金　１０，０００円）　

会場：Bunkamura
　　　オーチャードホール（渋谷）
枚数：各回１０枚（１会員２枚まで）

全席指定　３，８００円
　（一般料金 ４，８００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）

❶４／８（水）１９：００
❷４／９（木）１７：００

❶３／７（土）１７：００
❷３／８（日）１４：００

ナイトロ・サーカス　ライブ
アクション・スポーツ・エンターテインメント　日本初上陸

さあ魔法のミッキーバスに乗ってスターをさがす旅に出よう！
みんなが主役の夢のステージがあなたの街にやってくる！

Ｓ１席　７，８００円
　（一般料金 大人 ９，８００円）

会場：積水ハウスミュージカルシアター

　　　四季劇場〔夏〕（大井町）
枚数：５０枚（１会員４枚まで）

３／２９（日）１３：００

❶４／２５（土）１７：３０
❷４／２６（日）１１：３０
❸４／２６（日）１６：００

※Ｓ１席のため、小人料金の設定はありません。

© 篠山紀信

※３歳以下入場不可／一人１枚チケット必要
夢とファンタジーいっぱいのコンサート！２０１５年、日本上陸！

©Disney.Disney/Pixar

※４歳以上チケット必要

出演：市川海老蔵　ほか
企画：市川海老蔵　協力：松竹（株）

ライブナビゲーター：高嶋ちさ子
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３／１５（日）１１：００

「趣味の部屋」
　文学座公演

女の一生

Makihara Noriyuki Concert Tour 2015

全席指定 ６，５００円
　　 （一般料金　８，７００円）

会場：パルコ劇場（渋谷）
枚数：各回１０枚
　　　（１会員２枚まで）

Ｓ席指定　９，５００円
　  （一般料金　１２，０００円）
❷：帝国ホテルケーキセット券付

会場：日生劇場（有楽町・日比谷）
枚数：各回１０枚（１会員２枚まで）

Ａ席指定　８，０００円
　　（一般料金　８，０００円）

会場：帝国劇場（有楽町・日比谷）
枚数：各回２０枚（１会員２枚まで）

Ｓ席指定　６，８００円 

　　　（一般料金　８，８００円）

会場：東京宝塚劇場
　　　（有楽町・日比谷） 
枚数：５０枚 （１会員２枚まで）

DEATH NOTE
デスノート

十二夜雪組公演　ＮＴＴ東日本・西日本　フレッツシアター

ミュージカル 「ルパン三世 －王妃の首飾りを狙え！－」
ファンタスティック・ショー 「ファンシー・ガイ!」

モナコ公国　　モンテカルロ・バレエ団

「ＬＡＣ～白鳥の湖」
ジャン＝クリストフ・マイヨー演出

❶３／１７（火）１３：００　❷３／２９（日）１７：００

脚本：古沢良太　演出：行定勲
出演：中井貴一、戸次重幸、原幹恵、川平慈英、白井晃

作・構成・演出：ジャニー喜多川
出演：堂本光一

❶３／２０（金）１９：００
❷３／２８（土）１４：００

明治、大正、昭和という激動の時代、二つの戦争を生き
抜いてきた女の一生。初演、そして終戦から７０年目の節目の年に、戌井市郎
の演出を鵜山仁が受け継ぎ、文学座の代表作がよみがえります。
昭和の名女優・杉村春子から、ヒロイン〈布引けい〉を引き継いだ平淑恵が
１５年ぶりに再び挑みます。
出演：赤司まり子、平淑恵、石川武、大滝寛、上川路啓志　他

❶２／２７（金）１９：００　❷２／２８（土）１８：３０
❸３／　１（日）１４：００　
S 席指定 １３，０００円 　 　 　

（一般料金 １６，０００円）
※未就学児入場不可

会場：東京文化会館（上野）
枚数：各回１０枚（１会員２枚まで）

❶２／２８（土）１８：００
❷３／２８（土）１３：００

❶４／２０（月）１８：３０
❷４／２６（日）１２：３０

※前回公演より

憧れの都モナコから世界に発信される美しく先鋭的なダンス・カンパニー
が３年ぶりの来日公演！バレエ・リュスの精神を受け継ぐバレエ団の鬼才
マイヨーによる美しく鮮烈な舞台。現代の”白鳥”伝説が生まれる！

❶Ｓ席指定　　９，２００円
❷Ｓ席指定　１０，５００円
　　　（一般料金１３，０００円）
会場：日生劇場（有楽町・日比谷）
枚数：各回１０枚（１会員２枚まで）

作：ウィリアム・シェイクスピア
演出：ジョン・ケアード
出演：音月桂、中嶋朋子、小西遼生、橋本さとし　他

全席指定　４，８００円
　　（一般料金　６，５００円）
会場：三越劇場（日本橋）
枚数：各回１０枚（１会員２枚まで）

❶３／１４（土）１３：３０
❷３／１５（日）１３：３０

４／１６（木）１９：００

全席指定　６，０００円 

　　　（一般料金　７，５６０円）

会場：東京国際フォーラム　ホールＡ
　　　（有楽町・日比谷）
枚数：３０枚 （１会員２枚まで）※３歳以上チケット必要

※未就学児入場不可

❶❷はジャン=クリストフ・マイヨーによるプレトーク
あり。開演４５分前から３０分間の予定。

© 宝塚歌劇団

デビュー２５周年に突入した槙原敬之が全国ツアーの開催を発表！
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 《広告》はせがわ

 《広告》アースサポート

観劇・コンサート

０歳からの親子コンサート

　　　　　音楽のおくりもの
乳幼児も大歓迎！こどもたちと一緒にクラシックを楽しみましょう！

❶３／２１（土）午前の回（１１時開演）
❷３／２１（土）午後の回（１４時開演）	
			全席指定	 一般　　　　８００円　
	 中学生以下　２００円	

（通常前売料金　一般 １，５００円　中学生以下 ５００円）
 ※２歳以下の膝上鑑賞は無料
会場：ギャラクシティ西新井文化ホール
枚数：各回２０枚（１会員４枚まで）	
出演：アンサンブル・ディヴェルターズ、
　　　一村誠也（司会・フルート）	 	

♬

♬
♬
♬

♬
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