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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/

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２０１５」Ｐ．９３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 ※10月の土曜営業は、２4日（９：００～１６：００）です。

日　 程 平成２７年１２月２０日（日）　 募集８０名　＊雨天決行（最少催行　３５名）

時　 間 出発：足立区役所 午前１０時
帰着：足立区役所・北千住（日光街道付近）午後８時予定　※交通事情により遅くなる事があります。

旅行代金

《会　員》　 ５，８００円　　  《家族》大人 ６，８００円 ・ 子供（４歳～小学生）６，０００円　
《関係者》　大人 ７，８００円  ・ 子供（４歳～小学生）７，０００円　
◦料金には、餃子食べ歩き券（２,０００円分）・あしかがフラワーパーク入場料・バス代が含まれています。
　※キャンセル料発生時はすべて料金７，８００円（子供７，０００円）が基本となります
◦旅行代金は、補助金（会員２，０００円、家族１，０００円）がすでに差し引かれております。
　※家族は、会員の配偶者・子・実父母です。　家族登録をお願いします。

申 込 先
◦国際急行観光㈱ さいたま営業所「 」係
◦ハガキ 〒 336-0018　さいたま市南区南本町２－２０－１５－２０５
◦ＦＡＸ ０４８－８３２－３１０３

申込方法
◦ハガキ／ＦＡＸに下記①～⑥を全て明記してください。
　①旅行名「 年末バスツアー」　②会員番号と氏名　④住所　⑤日中連絡のつく電話番号
　⑥すべての参加者氏名と年齢と続柄（会員・家族・関係者）

締 切 １０月３０日（金）　１８時必着
　※申込み多数の場合は抽選　（結果は１１月中旬に旅行会社より通知）

お問合せ ☎　０４８－８３２－３１０１　平日９：００～１７：００　（お電話での申込はできません）

そ の 他

◦ この旅行は、国際急行観光㈱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ご参加ください。

◦ 旅行の内容、旅行代金の支払い、キャンセル等についてのお問い合せは、国際急行観光㈱にお願いします。
◦ 添乗員は旅行会社の社員となり、 の職員は添乗しません。
◦ 最少催行人員（３５人）に満たない場合は、中止となります。この場合、国際急行観光㈱から連絡があります。

はとバスで行く年末バスツアー
お申込みは　ハガキ／ＦＡＸで下記旅行社にぶらり宇都宮餃子の食べ歩きと

　　　　　　　　　 関東三大イルミネーション あしかがフラワーパーク

◇旅行主催　国際急行観光㈱（観光庁長官登録旅行業第１１９９号　総合旅行業務取扱管理者　山崎康司）

食べ歩き券を使って
餃子店めぐり

佐野プレミアムアウトレットで
Xmasのお買物 関東三大イルミネーションの

あしかがフラワーパークへ
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ゴルフ練習所回数券・プリペードカードの販売 ホームページ

施設名 所在地・電話 一般価格 会員価格

イコービックゴルフ 足立区伊興本町１－１５－１４
☎ ３８９９－３３３３

回数券４００円１１枚綴り
４，０００円

３，０００円

青和ゴルフセンター 足立区舎人３－１－１９
☎ ３８５５－３８４１

回数券５００円１２枚綴り
５，０００円

４，０００円

ロッキゴルフセンター 足立区六木２－２－２２
☎ ３６２８－０１００

５，４００円（５，５００円分 ) ４，４００円

申込方法 ハガキ／ FAX ／ホームページで会員番号、会員氏名、希望施設名、
枚数、送付先（自宅 or 勤務先）を明記してお申し込みください。

枚数・販売価格 各施設　一会員７枚まで　※販売価格は下表をご参照ください。
締 切 日 １０月３０日（金）午後５時必着
発送予定 １１月中旬

そ の 他 ●申込時、施設名と枚数のご記入もれが多いため、ご留意ねがいます。
●締切日後のキャンセル、枚数変更はできません。

味の宅配　りんご
“りんご王国“青森県よりお届けする!!
 ◎あおもり産　りんご「サンふじ」

味の宅配 新潟魚沼産杵つき餅（魚沼産こがねもち１００％）

ホームページ

ホームページ

品 名 サンふじ（上玉）

料 金
（Ａ）　　５㎏…　３，３００円　（一般料金　４，１００円  送料・税込み）
（Ｂ）　１０㎏…　５，７００円　（一般料金　７，１００円  送料・税込み）
　※（Ａ）５㎏…１６～１８玉入り　／　（Ｂ）１０㎏…３２～３６玉入り

申込口数 （Ａ）（Ｂ）合わせて１会員２口まで

商品発送 １２月初旬より順次発送予定（天候、収穫時期により前後する場合もあります）

締　　切 １１月５日（木）午後５時必着

《お届け先》ハガキ／ＦＡＸ／ホームページの通信欄に下記事項をはっきりとお書きください
　※口　　　数　…　送り先ごとに口数と（Ａ）（Ｂ）をそれぞれお書きください。
　※ご 本 人 用　…　「自宅」か「勤務先」をお書きください
　　ご本人以外　…　送付先の「郵便番号・住所・氏名・電話番号」をお書きください

品 名 お餅（２７年魚沼産こがねもち）

料 金
（Ａ）２袋（８００ｇ×２）…２，３００円（一般料金　２，９５０円  送料・税込み）

（Ｂ）３袋（８００ｇ×３）…３，１００円（一般料金　４，０００円  送料・税込み）

　※１袋（８００ｇ）は大判切り餅１１枚入り

申込口数 １会員（Ａ）・（Ｂ）合わせて２口まで

商品発送 １２月中旬より順次発送予定

締　　切 １１月　５日（木）午後５時必着

《お届け先》ハガキ／ＦＡＸ／ホームページの通信欄に下記事項をはっきりとお書きください
　※口　　　数　…　送り先ごとに口数と（Ａ）（Ｂ）をそれぞれお書きください。
　※ご 本 人 用　…　「自宅」か「勤務先」をお書きください
　　ご本人以外　…　送付先の「郵便番号・住所・氏名・電話番号」をお書きください
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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2015」後期販売 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回ずつご利用いただけます。
◉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。
◉詳細は、ぐるっとパス事務局にお問合せください。

有効期限 最初に利用した日から２ヶ月間
　※最終有効期限　平成２８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の上、ご購入ください。

申 込 み
販売方法

●一会員 ６冊まで
●窓口販売 平成２８年１月２９日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ 平成２８年１月２５日（月）午後５時必着

お 問 合
せ 先

ぐるっとパス事務局
　　電話 ０３－５６１０－００５１（１０：００～１７：００　土日祝日をのぞく）

利用期間 平成２８年３月３１日（木）まで

申込方法

直接窓口でご購入いただくか、ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ
で「スパリゾートハワイアンズ入場券（後期分）」・会員番号・
会員氏名・枚数・送付先（自宅ｏｒ勤務先） を記入してお申込
ください。

料 金 １枚７００円（一般料金　３，２４０円　税込）　※３歳未満は無料です

販売枚数 一会員６枚まで

そ の 他

●チケットは、随時発送いたします。
●申込み後のキャンセル・枚数変更はできません。
●本年度の後期分入場券を既に６枚購入している方は申込みできません。
● ホテル宿泊を予定している方は直接、施設へ予約してください。（詳しくは「 利用ガイド

２０１５」Ｐ２０をご覧ください。）

スパリゾートハワイアンズ入場券（後期分）販売中！ ホームページ

利用期限 平成２８年３月３１日（木）まで

申込方法
直接窓口でご購入いただくか、ハガキ／ＦＡＸ／ホームページで、チケット名・会員番号・
会員氏名・枚数・送付先（自宅 or 勤務先）を明記のうえお申込みください。

販売枚数 一会員　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。

そ の 他

【所在地】〒112－0003　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………１２／３０（水）・１２／３１（木）
● 休館日………１１／９（月）・１１／１０（火）
● 深夜割増料…１，９４４円（午前１時から午前６時まで）
● 小学生から１７歳までは、同性保護者同伴で午後６時まで利用できます（入館は３時まで）。
　　※乳・幼児の入館はできません。
● ヒーリングバーデ…８６４円（ウェア着用の低温サウナで１８歳から利用できます）

※チケットは随時発送いたします。※申込み後のキャンセル・枚数変更はできません。

東京ドーム天然温泉

スパラクーア「平日入館券」後期分を販売中！
・東京ドーム天然温泉・

ホームページ
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チケット名 開催日程 販売期間 詳細

風景画の誕生 １２月７日（月）まで 窓口　～１２／４まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～１１／２７ From ８月号

モネ展（一般券のみ）
「印象、日の出」から
「睡蓮」まで

１２月１３日（日）まで 窓口　～１２／１１まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～１２／４ From ８月号

黄金伝説展
古代地中海世界の秘宝

１０月１６日（金）～
２８年１月１１日（月・祝）まで

窓口　～１／８まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～１２／２５ From ９月号

改組 新 第２回日展 １０月３０日（金）～
１２月６日（日）まで

窓口　～１２／４まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～１１／２７ From ９月号

特別展
始皇帝と大兵馬俑

１０月２７日（火）～
２８年２月２１日（日）まで

窓口　～２／１９まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～２／１２ From ９月号

☆☆「チケット」好評販売中　☆☆

開催日時
１０月１６日（金）～平成２８年１月３日（日）
　●１０：００～２０：００（入館は１９：３０まで）
　●休館日　１１月２４日（火）

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）

料 金
一　般　　　１，２００円（当日券　１，８００円）
●当サービスセンターは、一般のみのお取扱いとなります。
　※障がい者手帳のご提示で、ご本人および同伴介助者は１名まで当日入館料半額

申込方法
●窓口販売 １２月２８日（月）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ １２月１８日（金）午後５時必着
●一会員５枚まで ㊟ 完売をもって販売終了

開催日時
１１月２０日（金）～　平成２８年１月１７日（日）
●１０：００～１７：００（金曜日は２０：００まで）※入館は閉館の３０分前まで
●休館日　月曜日、１／１（ただし１１／２３（月・祝）、１／１１（月・祝）は開館）

会 場 上野の森美術館　（東京・上野公園）

料 金
一 般　　　９００円（当日券　１，５００円）
●当サービスセンターは一般のみの取扱いになります。
●障害者手帳をご提示の方とその付添者（１名）は無料

申込方法
●窓口販売 平成２８年１月１５日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ 平成２８年１月８日（金）午後５時必着
●一会員５枚まで ㊟ 完売をもって販売終了

ホームページ

ホームページ

ホームページ

国立カイロ博物館所蔵 黄金のファラオと大ピラミッド展
１８万点のエジプトコレクションを誇る「国立カイロ博物館」より、黄金のマスクやファラオの彫像を
はじめとした選りすぐりの約１００点あまりの至宝を公開。また、多くの謎を解明するため映像を多面的に
使用し、古代エジプトの世界をダイナミックに紹介します。

シカゴ ウェストンコレクション
肉筆浮世絵−美の競艶　～浮世絵師が描いた江戸美人１００選～

肉筆浮世絵とは、絵師が絹や紙に筆で直接描いたものを指します。量産される浮世絵版画
に対して、巧みな筆使いによる一点物の肉筆浮世絵は大変貴重です。本展は、日本美術収
集家のロジャー・ウェストン氏所蔵品から、厳選された約１３０点の作品を紹介します。

葛飾北斎「美人愛猫図」
ⓒ WESTON COLLECTION
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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！

※手続き等の詳細については、「 利用ガイド２０１５」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。

日 程 平成２７年１１月１８日（水） 募 集 人 数 ４０名　※申込多数の場合は抽選

参 加 費
会員　２，０００円　　関係者　４，０００円
　●参加費には、研修代、資料代が含まれています。昼食は参加者負担です。
　●会員以外の方は関係者扱いとなります。

セ ミ ナ ー
当 日

●場　　所 足立区勤労福祉会館２階　第２洋室
 足立区綾瀬１－３４－７　（綾瀬駅西口から徒歩３分）
●時　　間 ９：００ ～ １７：００　（１２：００～１３：００は昼食休憩）
●内　　容 午前　①自分の立場・役割の再確認と主体的行動のためのスキルなど
 　　　②ホウ・レン・ソウ（報告・連絡・相談）の基本と重要性など
　　　　　　　　　　～　昼食（各自用意）　～
  午後　③ Ｑ（品質）Ｃ（コスト）Ｄ（納期）Ｒ（リスク）Ｓ（配慮）の重要性

と仕事の手順など
 　　　④優先順位を明確にして仕事の成果を上げる方法など
●講　　師 株式会社インソース　　石田　祐一郎 氏

申 込 方 法

ハガキ／ＦＡＸ／ホームページにて、下記の必要事項を明記して、サービスセンター へお
申込みください。
代表者は、事業名「若手社員研修」・会員番号・事業所名・会員氏名・住所・電話番号・年齢・
職種・勤務年数・送付先、ご一緒に参加される方の人数・参加者名・年齢・職種・勤務年数
　※職種は、営業・事務・サービス・販売・土木・製造など具体的に記入してください。
　※複数の会員様が申込まれる場合はそれぞれの会員番号をご記入ください。

締 切 日 １０月２０日（火）《午後５時必着》 通知発送 １０月２６日（月）頃

若手社員研修　～仕事の基礎力アップで成果もあがる～

会社から求められている自分の役割を再確認し主体的に行動するためのスキルや、職場でのコミュ
ニケーション能力の向上など、今後、社会人として活躍するための基礎力を講義とグループワーク
を通して身につけていただきます。会社の若手社員研修にご活用ください。
※新入社員から入社４年目程度の社員向けの研修内容となっています。

ホームページ
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日曜健康診断（後期）
勤労者にとって健康管理は大事なこととわかっていても、忙しさを理由につい疎かになりがちです。 では、
そんな方々のために日曜健康診断を実施します。この機会に是非とも受診してください。なお、日曜健康診断
に申し込まれますと、健康診断（委託）および人間ドックでの補助金利用はできませんのでご注意ください。

日 時 １２月６日（日）８：３０～１２：３０（Ｂコースの所要時間約４５分）
　●受付時間は、当センターで振り分けて後日ご案内します。

場 所 足立区勤労福祉会館（綾瀬プルミエ・綾瀬駅西口徒歩３分）

募集人員 会員・家族・会員の関係者（関係者だけでの申込はできません。）
Ａコース約１２０名　　Ｂコース定員６０名　　※Ａ・Ｂコースともに先着順

コ ー ス
と

各 料 金

Ａコース：基本の検査（医師の診察、身体計測、血圧測定、胸部Ⅹ線検査、
　　　　　　　　　　　視力・聴力・尿・血液検査、心電図）
Ｂコース：基本の検査　＋　胃の検査（胃部Ｘ線検査）

　●検査機関：医療法人社団　同友会　※受診結果は１月初旬に発送予定です。

申込方法

専用はがき／ＦＡＸ／ホームページより次の事項を記入のうえお申込ください。
　記載事項  １．希望のコース名（ＡまたはＢコース） 
 ２．会員番号と会員氏名・書類の送付先（自宅または勤務先）
 ３．受診希望者の①氏名とふりがな ②生年月日（年号） ③性別④続柄（会員・家族・関係者）
　● 複数の会員が申込む場合は、それぞれの会員番号を記入してください。
　● 必ず希望のコース名（ＡまたはＢ）を明記してください。

締 切 １０月２３日（金）午後５時《必着》 通 知 １１月１３日（金）頃振込用紙・受診案内をお送りします。

コース名 会　員 家　族 関係者
Ａコース ３，６００円 ４，６００円 ５，７６０円
Ｂコース ５，８００円 ７，４００円 ９，６６０円

※ 足立区では、足立区国民健康保険加入の４０～７４歳の方を対象に、無料で「特定健診」（日曜の受診も可）を行っ
ています。詳しくは足立区国民健康保険課にお問合わせください。

Information
●１０月２６日（月）は会費下期分の自動振替日です。
平成２７年度下期分の１０月～３月の会費（５００円×会員数×６ヶ月＝引落額）を自動振替します。
９月分までに未納がある場合は加算されます。また、４月から９月中において退会手続きされた
会員様の分を１０月引き落とし分で相殺調整いたします。

◎ 残高不足で引き落としできない事業所が増えています。引落日の前日までに、残高をご確認いただきまして、会費請求金額
に満たない場合には、ご入金をお願いします。

◎ 会費引落口座を変更する場合は、引落月の一ヶ月前までに変更手続きが必要となります。間に合わない場合、変更前の口座
からの引き落としとなります。なお、解約等で引落不能となりました場合は、１１月に振替用紙を送付しますので納付をお
願いいたします。

平成２７年度「会費のお知らせ」を１０月上旬より順次発送中です。

●スキーリフト券の発売について
例年 From １０月号でご案内しておりました「スキーリフト券 前売販売」は、１１月号でお知らせいた
します。今しばらくお待ちください。

●利用ガイド訂正
「利用ガイド ２０１５」Ｐ４７
　スポーツ施設　施設名　ゴールドジム北千住東京　土曜日　Ｂ１（プール） 
　１０：００～２０：００　→　１０：００～２３：００　　お詫びして訂正いたします。

● From ゆう９月号で「Amazon ギフト券」を申し込まれた方へ
From ９月号で募集の「Amazon ギフト券」は、応募者多数のため抽選となりました。１０月
１４日（水）に ホームページで抽選結果の発表を行いますのでご確認願います。（ から抽選
結果の通知はいたしません。）代金引換郵便を希望した当選者の方は１０月１６日（金）に発送予定
となっております。また、窓口受取を希望された方は１０月１６日（金）以降、抽選結果をご確認の上、
１１月２０日（金）午後５時までに 窓口へお越しください。

ホームページ
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販売期間 それぞれ完売をもって終了

申込方法
直接窓口でご購入いただくか、ハガキ／ＦＡＸ／ホームページで会員番号、会員氏名、利用
施設名、枚数、送付先（自宅 or 勤務先）を明記してお申し込みください。

利用料金 一枚　６００円　
( ただし、セントラルウェルネスクラブ西新井 ７００円・ゴールドジム北千住東京 ９００円）

販売枚数 各施設　一会員５枚まで（年度内）

施 設 名

●ダンロップスポーツクラブ綾瀬　　☎０３ ‐ ３６９０ ‐ ７９９７
営業時間 平　日 　９：００～２３：３０／土曜日　９：００～２１：００／
 日曜日・祝日 　９：００～１９：００
休館日 毎週木曜日（祝日営業）　　※利用は１５歳以上（中学校卒業）

●リリオセントラルフィットネスクラブ　　☎０３－５６８０－０３０３
営業時間 平　日 １０：００～２３：００／土曜日　１０：００～２２：００／
 日曜日・祝日 １０：００～１９：００
休館日 毎週月曜日　　※利用は１６歳以上

●セントラルウェルネスクラブ西新井　　☎０３－５８８８－３５６１
営業時間 平　日 　９：３０～２３：３０／土曜日　１０：００～２１：００／
 日曜日・祝日 １０：００～２０：００ 
休館日 毎週金曜日・季節休館日　　※利用は１６歳以上

●セントラルフィットネスクラブ竹の塚　　☎０３－５８５１－００５０
営業時間 平　日 　 ９：００～２３：００／土曜日　９：００～２１：００／
 日曜日・祝日 １０：００～１９：００ 
休館日 毎週月曜日・季節休館日　　※利用は１６歳以上

●朝日スポーツクラブ〔BIG-S 竹の塚〕　 ☎０３－５２４２－１３３１
営業時間 平　日 　９：３０～２３：００／土曜日　９：３０～２２：００／
 日曜日・祝日 　９：３０～１９：００
休館日 毎週金曜日　　※利用は１６歳以上

●ゴールドジム北千住東京　 ☎０３ ‐ ５２８４ ‐ ３６３６
営業時間 平　日 　７：００～２３：３０／
 土曜日 　９：００～２３：３０／日曜日 　９：００～２０：００　
 プール １０：００～２３：００（平日・土曜）
  １０：００～２０：００（日曜）
休館日 第３月曜日（祝日営業）　　※利用は１６歳以上

そ の 他

●今年度すでに各施設の販売枚数上限を購入された方は、申込みできません。
●ご利用は会員と家族のみです。他の人には譲らないでください。
●紛失しても再発行いたしませんので、ご注意ください。
●利用内容によって別料金がかかる場合があります。施設にご確認ください。

スポーツクラブ利用券販売中！
施設の詳細は利用ガイドブックをご覧ください。

ホームページ
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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、日程やコース等
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、ランチかディナー、 

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

港区新橋１-２-６　　　交通：JR・東京メトロ銀座線「新橋駅」より地下歩道直結徒歩２分
第一ホテル東京・第一ホテルアネックス� 予約先 03-3501-4411

利用期間　平成２７年１０月１３日（火）～１２月３０日（水）�【各レストランで除外日あり】
●世界バイキング　《エトワール》 第一ホテル東京　Ｂ１Ｆ

券　種 区　分 料　金 【除外日：１２月１９日／２０日、２３日～２５日】

ランチブッフェ
（１２０分制）

平日

●大　人 ２，０００円 （通常　３，３００円）
●小学生 １，０００円 （通常　１，９００円）
●園　児 ５００円 （通常　１，３００円）
　（時間１１：３０～１３：４５ＬＯ）

写真はすべてイメージです。

土日祝日
●大人は平日料金に５００円増し
●小学生・園児は平日同額
　（時間１１：３０～１４：１５ＬＯ）

ディナーブッフェ
（１２０分制）

（時間１７：００～２０：００ＬＯ）

平日
●大　人 ３，９００円 （通常　５，６００円）
●小学生 ２，１００円 （通常　３，０００円）
●園　児 １，１００円 （通常　１，９００円）

土日祝日
●大人は平日料金に５００円増し
●小学生・園児は平日同額

●鉄板焼《一徹》 第一ホテル　２１Ｆ　【除外日：１２月１９日／２０日／２３日～２５日】

券　種 利用日 料　金

鉄板焼
ランチバイキング

　（９０分制）

土・日・祝日
限定

●大人 ５，０００円（通常　６，０００円）
●子供 ２，２００円（通常　３，０００円）

◆時間　①１１：３０～１３：００　②１３：３０～１５：００
　※子供は４歳～１２歳

●《ラウンジ２１》 第一ホテル東京　２１Ｆ　【除外日：１２月２３日～２５日】

券　種 利用日 料　金

お散歩ランチ
（時間１１：３０～１４：００ＬＯ）

ランチコース
土・日・祝日
限定 １，７００円（通常２，５００円）

ヴァンテアン
（時間１７：００～２０：００ＬＯ）

ディナーコース 全　　日 ５，５００円（通常６，８００円）
（ソフトドリンク１杯付）

●トラットリア　《ラ・パランツァ》 第一ホテルアネックス　Ｂ１Ｆ

券　種 利用日 料　金

イタリアンランチ
　　　ブッフェ

（１２０分制）
（時間１１：３０～１３：３０ＬＯ）

土・日・
祝日限定

●大　人 １，９００円 （通常　２，９００円）
●小学生 １，０００円 （通常　１，９００円）
●園児（４歳以上）５００円 （通常　１，２００円）

◆ソフトドリンクバー付

●表記料金には、税金・サービス料を含みます。	 ●メニュー内容は、一部変更になる場合があります。
●営業時間、価格帯において急遽変更させていただく場合があります。	 ●料理写真は、イメージです。
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浅草ビューホテル� 予約先 03-3842-3751

利用期間　平成２７年１０月１３日（火）～１２月３０日（水）
台東区西浅草３-１７-１　交通：つくばエクスプレス「浅草駅」徒歩すぐ前・東武スカイツリーライン「浅草駅」徒歩１０分。

●スカイグリルブッフェ＆バー　《武蔵》　２６階 
　ランチブッフェ（９０分制） 時間：第１部　１１：３０～１３：００　第２部１３：１５～１４：４５

平　日 大人（中学生以上） ２，６００円 （通常３，４８０円）
小学生 １，６００円 （通常２，４３０円）

土日祝日 大人（中学生以上） ３，０００円 ( 通常３，９８０円 )
小学生 ２，０００円 ( 通常２，７８０円 )

　ディナーブッフェ（１２０分制） 時間：第１部　１７：３０～１９：３０　第２部１９：４５～２１：４５
 【除外日：１２月２２日～２５日】

平　日 大人（中学生以上） ４，０５０円 ( 通常４，９８０円 )
小学生 ２，６００円 ( 通常３，４８０円 )

土日祝日 大人（中学生以上） ４，４５０円 ( 通常５，４８０円 )
小学生 ２，９００円 ( 通常３，８３０円 )

●ドリンクバー付（アルコール類は別途になります）　　●お席は、必ずしもスカイツリー側とは限りません。
●予約受付は 10：00 ～19：00 です。

千代田区内幸町１-１-１　交通：東京メトロ銀座線日比谷線、千代田線、「日比谷駅」よりＡ３出口徒歩２分
帝国ホテル

利用期間　平成２７年１０月１３日（火）～１２月３０日（水）
●パークサイドダイナー ◆予約不要　　本館１階

券　種 内　容 料　金 備　考

昼食～夜食
洋食
プリフィクス

３，５００円（通常６，０００～７，５００円相当）
　（時間１１：００～２３：００）

前菜またはスープ４品・メインディッシュ７品・
デザート各種・コーヒーまたは紅茶のメニュー
より各１品をお選びください。

夕　食
（飲み放題付２時間）

５，０００円（通常８，２００～９，７００円相当）
　（時間１７：００～２３：００）

◉飲み放題（２時間）の飲み物
　生ビール、ワイン（赤・白）、ソフトドリンク

●このプランは予約不要です。チケットは直接「 」へお申込みください。
●問い合わせ　☎０３－３５３９－８０４６

●トラディショナルダイニング

　　ラ ブラスリー 予約先：０３－３５３９－８０７３　タワー地下１階　【除外日：１２月１９日～２５日】

券　種 内　容 料　金 備　考

昼　食
フランス料理
コース

３，６００円（通常６，４１０円）
　（時間１１：３０～１４：３０ＬＯ） ◉ 土・日・祝日のご利用は、￥５００円増しに

なります。レストランでお支払いください。
夕　食 ６，０００円（通常９，５０４円）

　（時間１７：３０～２１：３０ＬＯ）

●インペリアルラウンジ アクア 予約先：０３－３５３９－８１８６　本館１７階　【除外日：１１月１６日～２１日】

券　種 内　容 料　金 備　考

アフタヌーン
　　　ティー

アフタヌーン
　　　ティー

３，１００円（通常３，９６０円）
（時間：１１：３０～１８：００）

格調高い雰囲気と個性的なモダンさに包まれたインペリアルラ
ウンジ アクアで、本格英国式アフタヌーンティーをお楽しみいた
だけます。

料理例：写真はイメージです。

●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。
●他の優待割引と併用はできません。



10

観劇・コンサート

宇崎竜童 弾き語りＬＩＶＥ２０１５

鼓童創立３５周年記念第一弾公演

鼓童 ワン・アース・ツアー２０１５～混沌

桂文枝　新春特撰落語会

財津和夫コンサート２０１５

広瀬香美 Silent Night コンサート2015

水森かおり ２０周年記念コンサート
～歌謡紀行～

Ｓ席指定大人　５，５００円
Ｓ席指定学生　２，２００円

（一般料金
　 大人 ７，０００円　学生 ３，０００円）
会場：文京シビックホール
　　　大ホール（後楽園）
枚数：各回１０枚（１会員４枚まで）

ホームページ

１２／７（月）１６：００

全席指定　５，６００円
　　（一般料金　７，３００円）

会場：Bunkamura
　　　オーチャードホール（渋谷）

枚数：２０枚 (１会員２枚まで）

全席指定　４，２００円
　　（一般料金　５，５００円）

会場：ギャラクシティ西新井文化ホール
　　　（西新井）
枚数：３０枚（１会員２枚まで）

全席指定　５，８００円
　　（一般料金　７，５００円）

会場：よみうり大手町ホール
　　　（大手町）

枚数：１０枚 (１会員２枚まで）

全席指定　３，８００円
　　　（一般料金　５，０００円）

会場：有楽町朝日ホール
　　　（有楽町・銀座）

枚数：各回１０枚
　　　（１会員２枚まで）

S 席指定　６，５００円
　　　（一般料金　８，５００円）

会場：明治座（人形町・浜町）

枚数：１０枚（１会員２枚まで）

１２／６（日）１６：３０１１／２３（月・祝）１７：３０

※未就学児入場不可

◆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 １０月２３日（金）　〈午後５時必着〉
◆通　　知 当選者の方に１１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１１⁄１６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２０１５」P ３４をご覧ください。

１２／９（水）１９：００ ❶１／９（土）１８：００　❷１／１１（月・祝）１６：３０

❶１２／１９（土）１８：００　❷１２／２３（水・祝）１４：００

※未就学児入場不可

※学生：小学生～２４歳以下の学生
　（身分証の提示をおねがいすることがあります。）

※未就学児入場不可

予定曲目：
港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ、イミテイションゴールド　他
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花より男子　The Musical

花組公演

宝塚グランド・ロマン「新源氏物語」−田辺聖子作「新源氏物語」より−
グランド・レビュー「Melodia｣ −熱く美しき旋律−

クリスマス☆ゴスペル２０１５
～グローリー・ゴスペル・シンガーズ From NY ～

サンクトペテルブルグ室内合奏団
２つの四季

ヴィヴァルディ＆チャイコフスキー

ロシア国立　サンクトペテルブルグ・アカデミー・バレエ

くるみ割り人形　－全３幕－
世界中から愛される聖夜のファンタジー

Ｓ席指定　９，０００円
　　（一般料金　１０，８００円）

会場：シアタークリエ
　　　（有楽町・日比谷）
枚数：各回１０枚
　　　（１会員２枚まで）

全席指定　３，０００円
　　　　（一般料金４，５００円）
会場：東京オペラシティコンサートホール
　　　（初台）
枚数：１０枚（１会員２枚まで）

Ｓ席指定 ７，５００円
　　　（一般料金１０，０００円）

会場：東京オペラシティコンサートホール
　　　（初台）
枚数：１０枚（１会員２枚まで）

音楽劇

『レミング』
～世界の涯まで連れてって～

ブロードウェイミュージカル

『シカゴ』
新たな極上のミュージカル「シカゴ」の誕生 !

２０１５年を締めくくる“歓喜の歌”

ベートーヴェン第九
キエフ国立フィルハーモニー交響楽団

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）

Ｓ席指定　１０，０００円
　　　（一般料金１３，０００円）

会場：東急シアターオーブ（渋谷）

枚数：各回２０枚（１会員２枚まで）

Ｓ席指定　　９，０００円
　　　　（一般料金１３，０００円）

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

１２／２０（日）１５：３０

１２／１５（火）１９：００ ❶１２／１９（土）１４：００　❷１２／２０（日）１４：００

１２／６（日）１５：００ １２／２６（土）１７：００

❶１２／１２（土）１４：００　❷１２／１３（日）１４：００

❶１２／１１（金）１９：００　❷１２／１３（日）１８：００❶１／７（木）１４：００　❷１／９（土）１８：００

Ｓ席指定　６，５００円
　　　　（一般料金８，６００円）

会場：東京芸術劇場プレイハウス
　　　（池袋）
枚数：各回１０枚（１会員２枚まで）

※未就学児入場不可

Ｓ席指定　５，２００円
　　（一般料金６，８００円）

会場：すみだトリフォニーホール
　　　（錦糸町）
枚数：１０枚（１会員２枚まで）

作：寺山修司　演出：松本雄吉（維新派）
出演：溝端淳平　柄本時生　霧矢大夢　麿　赤皃　他

原作：神尾葉子（集英社マーガレットコミックス刊）
脚本：青木 豪　　　　演出：鈴木裕美　音楽：本間昭光
出演：松下優也（Ｘ４）、白洲 迅、真剣佑、上山竜治、加藤梨里香  他

映画「天使にラブ・ソングを…」の大ヒット曲からクリスマス・ソングまで、
誰もがハッピーになれる愛にあふれた感動のステージ !!
予定曲：アイ・ウィル・フォロー・ヒム、ジョイフル・ジョイフル、
　　　　きよしこの夜、オー・ハッピー・デイ　他

イタリアとロシア、西欧と東欧を代表する大作曲家がイメージした
「四季」を聴き比べる、至極贅沢なクリスマス特別プログラム。
サンクトペテルブルグ屈指のトップ奏者たちが奏でる、弦楽器の
極上の音色をお楽しみください。

ロキシー：シャーロット・ケイト・フォックス
ヴェルマ：アムラ＝フェイ・ライト

振付家ヤコブソンの名を冠する劇場が、
クリスマス、不朽の名作ととみに４年ぶりの来日！

© 宝塚歌劇団

© 神尾葉子・リーフプロダクション／集英社
©『花より男子 The Musical』制作委員会 2015
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《広告》はせがわ〈指定店〉

日本の伝統芸能“文楽”。興味はあるけどチョット難しそう…というあなたへ！この文楽鑑賞教室は
初心者の皆様にもわかりやすい演目で、『文楽の魅力』の解説付きなので大いにお楽しみいただけます。
開催日時 ①１２／７（月）１１：００　　②１２／１１（金）１８：３０
会　　場 国立劇場　小劇場（半蔵門駅徒歩５分）

演　　目
二人禿　解説　文楽の魅力
三十三間堂棟由来　鷹狩りの段・平太郎住家より木遣り音頭の段
　プログラム・文楽読本無料配布

募集人員 ２０名　※一会員３枚まで
料　　金 １等席　２，５００円（一般料金　３，９００円）

申込方法 ハガキ／ＦＡＸ／ホームページよりお申し込みください。イベント名「文楽鑑賞教室」と希
望日・会員番号・住所（自宅 or 事業所）・氏名・電話番号・申し込み枚数をご記入ください。

締　　切 １０月２３日（金）午後５時必着 通　　知 １１月中旬発送予定

国立劇場平成二十七年　文楽鑑賞教室 ホームページ

今年もディズニーの仲間や陽気なおばけたちがにぎや
かに“ハロウィーン・フェア”を開催するよ。仮装し
たミッキーたちや表情豊かなパンプキンが登場するパ
レードでハチャメチャに盛り上がったり、ゆかいなデ
コレーションを楽しんだり、さあ、みんなでハッピー
ハロウィーン！

今年はパークがヴィランズ一色の世界に！妖しげな異
空間と化したパークで、ディズニーの悪役たち、ヴィ
ランズがディズニーの仲間たちとゲストを招いて、ク
ールでかっこいいハロウィーンパーティーを繰り広げ
ます。みんなもヴィランズの世界に飛び込んで、妖し
くも美しい、新たなハロウィーンを楽しもう！

Magic Kingdom Club News 今年も東京ディズニーリゾートで
楽しいハロウィーン！

１１月 1日 ( 日 ) まで開催中！
東京ディズニーランド 東京ディズニーシー


