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２０１５年

１１月号
あっせん新春初詣バスツアー ハガキ／ＦＡＸで東武トップツアーズ㈱へ

写真はイメージです

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 ※１１月の土曜営業は、２８日（９：００～１６：００）です。

大前恵比寿神社の初詣と新春いちご狩り
高さ２０メートルの大きなえびす様が腰を据えている大前恵比寿神社の初詣で、金運招福や商売繁盛のご利益が
あるとされています。本殿は県指定文化財で極彩色の彫刻が施されております。昼食は益子焼窯元「つかもと」
で釜めし膳をいただきます。広さを誇る観光農園の“食べ放題いちご狩り”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。

旅行企画・実施：東武トップツアーズ（株）観光庁長官登録旅行業第３８号　総合旅行業務取扱管理者　布施　泰政

日　 程 平成２８年１月１０日（日） 募　 集 ８０名　（最少催行人数３５名　雨天決行）
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  １９：００ごろ

コ ー ス
足立区役所前→首都高・北関東自動車道→真岡ＩＣ→大前恵比寿神社（参拝）→益子焼き工房見学＆釜めし膳（昼食）
→益子観光いちご団地（いちご狩り）→北関東自動車道→真岡ＩＣ→東北自動車道→羽生ＰＡ・鬼平犯科帳とコラボ	
（休憩・買物）→千住新橋ランプ→足立区役所→北千住駅付近

旅行代金 ●上記参加費は、旅行代金９，５００円から会員２，０００円、家族１，０００円の補助金が差し引かれています。
●取消料は、補助金差し引き前の旅行代金９，５００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・駐車場料金含む）、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。　　※昼食は年齢を問わず、同じものになります。

申 込 先
あて先	東武トップツアーズ（株）東京法人東事業部第３営業部	　「 」係
ハガキ　〒 １０３－００２５  東京都中央区日本橋茅場町２－１０－５  住友生命茅場町ビル２階
ＦＡＸ　０３－６６６７－０５６８　　　旅行名「新春初詣ツアー」　　　　担当：野口

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２７年１１月３０日（月）必着　※申込み多数の場合は抽選となります。結果は１２月上旬頃に郵送にてご連絡します。

お問合せ 電話　０３－６６６７－０５９３　　※平日　午前９時３０分～午後６時

そ の 他

● この旅行は東武トップツアーズ（株）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。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東武トップツアーズ（株）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。この場合東武トップツアーズ（株）から実施日の１０日前までに連絡いたします。

会員 家族 関係者

大　人（小学生以上） ７，５００円 ８，５００円 ９，５００円

※当日は添乗員が同行しております。



小海リエックス・スキーバレー	 長野県南佐久郡小海町　　　☎０２６７－９３－２５３７
	 利用期間　１２月５日（土）～平成２８年３月２７日（日）予定
共通早割リフト１日券 １，６６０円（一般料金　４, ０００円）　※大人　小人　共通

アクセス 	 　ＪＲ小海線「小海駅」下車　タクシー２０分
	 　中部横断自動車道　佐久南ＩＣ　３５分　　　　　中央道長坂ＩＣ　５０分

イベント名 スキーリフト前売券 枚　　 数 一会員　１スキー場につき５枚まで

販 売 期 間

●１２月１７日（木）午後５時必着　　
※シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳および小海リエックス・スキーバレーは、
　１２／４（金）午後５時必着
※舞子スノーリゾートは、１２／１１（金）午後５時必着
※「シーズン券」は、１２／２１からの販売となります（１２月号でご案内）

申 込 方 法
●窓口～その場でご購入
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ
　会員番号・住所・氏名・スキー場名・券の種別・枚数・送付先（自宅または勤務先）を明記

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ＨＰ等で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。
●施設によって、小学生の場合、シーズン券の方が安価になる事があります。

2015スキーリフト「前売券」の販売開始

猪苗代スキー場	 福島県耶麻郡猪苗代町　　　☎０２４２－６２－５１００（総合案内）
	 利用期間　１２月１９日（土）～平成２８年３月２７日（日）予定

リフト１日券
大人券（中学生以上）	２，５００円（一般料金　４，７００円）　
子供券（小学生）	 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
	 　磐越道猪苗代磐梯高原ＩＣより約８㎞

湯沢中里スキー場	 新潟県南魚沼郡湯沢町　　☎０２５－７８７－３３０１（総合案内）
	 利用期間　１２月１８日（金）～平成２８年３月２１日（月・祝）予定

リフト１日券
大人券（中学生以上）	 ２，１００円	（一般料金　４，２００円）　
小人券（小学生）	 １，０００円	（一般料金　２，２００円）　

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
　　　　関越道越後湯沢ＩＣ　１０分

六日町スキーリゾート	 新潟県南魚沼市小栗山　　☎０２５－７７３－３３１１（総合案内）
	 利用期間　１２月１８日（金）～平成２８年４月３日（日）予定
リフト１日券 ２，５００円（一般料金３，９００円）※大人　小人　共通

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　５分

シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳　長野県南佐久郡川上村　　　☎０２６７－９１－１００１
利用期間　１２月１２日（土）～平成２８年３月２１日（月・祝）予定

リフト１日券 １，６６０円（一般料金　４, ０００円）　※大人　小人　共通

アクセス 	 　ＪＲ小海線「野辺山駅」下車　タクシー５分
	 　中央道長坂ＩＣ　２５分　　　　　　須玉・小淵沢ＩＣ　３５分

舞子スノーリゾート	 新潟県南魚沼市舞子　　　　☎０２５－７８３－４１００（総合案内）
	 利用期間　１２月１２日（土）～平成２８年３月３１日（木）予定
１ｄａｙパス ２，３００円（一般料金４，７００円）　※大人　中高生　シニア　共通

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
　　　　関越道越後湯沢ＩＣ　１０分

ホームページ

※シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳と共通券です

※小海リエックス・スキーバレーと共通券です
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国立演芸場入場券　販売中 ホームページ

～落語・講談・漫談等を楽しんで頂けるよう入場券を販売しています～
この入場券は定席（じょうせき）公演のみ使用できます。

上席（上席）　毎月　１～１０日
中席（中席）　毎月１１～２０日

各共通券になりますので、各席期間は使用できます。（全席指定）
※事前にお席をご予約いただけます。　０５７０－０７－９９００
※貸切日を除く。（公演予定はホームページでご確認ください。
　http://www.ntj.jac.go.jp/
※公演演目は前月末に発表になりますので、国立演芸場へ電話、または
　インターネットでご確認ください。

申込方法 窓口／ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ
会 場 国立演芸場　　地下鉄永田町駅　徒歩５分
料 金 １，０００円（一般２，１００円）　演目１回につき　一会員５枚まで
利用期間 平成２８年３月中席期間まで

利用期間 平成２８年３月３１日（木）まで

申込方法

窓口で直接お買い求めいただくか、ハガキ／ＦＡＸ／ホーム
ページで、チケット名「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）	を記入してお申込みください。

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枚申込み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 販売中！ ホームページ
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区内公衆浴場回数券販売中

足立公衆浴場組合に加入している公衆浴場の回数券を割安で販売しています。

１１枚つづり４, ０００円（通常価格　５, ０６０円）

１会員年度内　６冊まで

※現在販売中の回数券の使用期限は、平成２８年６月末日です。

熱いお湯が恋しい季節になりました。

ホームページ



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。
インターネット・自動券売機でも利用できます。
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
申込期限

●	ハガキ／ＦＡＸ／ホームページで、チケット名「ＴＯＨＯシネマズパスポートチケット」・会員番号・
会員氏名・枚数・郵送先（自宅or 勤務先）を記入してお申込みください。

●申込期限　　平成２７年	１１月２６日（木）午後５時必着
●	応募枚数を超えた場合は抽選になります。落選の通知は致しません。（抽選結果は、１１月
３０日（月）以降にホームページをご覧いただくか、電話にてお問い合わせください）
●当選された方には、払込用紙と一緒にチケットを郵送いたします。
●申し込み締め切り後のキャンセル・枚数変更はできません。

販売枚数 一会員５枚まで（限定　１, ０００枚）
販売価格 １	枚　１，１００円（会員特別価格）
有効期限 平成２８年５月３１日（火）まで 発 送 １２月１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
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ふるさとの元気と活気が
東京ドームに 大集合 !!

開催日時

平成２８年１月８日（金）～１月１７日（日）　１０日間
時間　１／８（１１：００～２１：００）
　　　	１／９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。（１８：００～２１：

００）チラシ等でご確認ください。最終日１／１７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	 平成２８年１月７日（木）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ	 １２月２５日（金）午後５時必着
※一会員４枚まで			完売をもって販売終了

ふるさと祭り東京２０１６～日本のまつり・故郷の味～ ホームページ

ふるさとの祭り…�全国から選抜した「祭り」を、スタンド席から観覧できるライブス
ペースにて披露します。＊開催日によって内容が異なります。

　　　　　　　　（予定）青森ねぶた祭、秋田竿燈まつり、能代七夕「天空の不夜城」
　ふるさとの味…◉にぎわい市　日本全国より「ふるさとの味と技」が大集合。
　　　　　　　　◉第７回全国ご当地どんぶり選手権
　　　　　　　　　予選会を勝ち上がったどんぶりが一堂に集結、その味を競います。

祭食兼備
祭
市

◀能代七夕
　「天空の不夜城」
　（秋田県）

「八戸銀サバトロ▶
づけ丼」　

　（青森県）　



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：１１枚
	 （吉次３枚・石持４枚・チーズ笹かまぼこ４枚）
	 あげかま　：１０枚
	 （たかまさあげ・ごもく各３枚・その他４枚）
㊟賞味期限：笹かまぼこ・あげかま：出荷日＋６日　　　※クール便にて配達します

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

申込口数 （Ａ）（Ｂ）合わせて一会員２口まで

商品発送
１２月２６日（土）～２８日（月）の発送となります。
　※上記日程でお受け取りができる方のみ申込をお願いします。

締　　 切 １１月３０日（月）午後５時必着

Ａ

《お届先》ハガキ／FAX／ホームページから下記事項を忘れずに明記してください。
※口　　数…	 送り先ごとに口数と（Ａ）・（Ｂ）と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・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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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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I n f o r m a t i o n
 ●１２月の土曜営業は、１２月１９日となります。

 ●健康診断契約病院の変更について
健康診断契約病院としてご案内している水野記念病院は、併設の水野クリニックにて、ご予約および受診
をしていただくことになりました。なお、料金は「 利用ガイド２０１５」に掲載されている水野記念病
院と同じです。
【水野クリニック】	 足立区西新井６－３１－１５　電話：０３（３８９８）９３８０
	 受付時間：	月～金曜日	 午前８時半～午前１１時・午後２時～午後３時半
	 	 土曜日	 午前８時半～午前１１時

※日曜日、祝・祭日は除く。

平成２７年１１月１日より健愛クリニック「健診センター千住曙」は、柳原病院健診センターに移転します。なお、
料金は「 利用ガイド２０１５」に掲載されている健愛クリニック「健診センター千住曙」と同じです。
【柳原病院　健診センター】足立区千住曙町３５－１　電話：０３（５２８４）１８００
	 健診日：	月～木曜日　午前中
	 	 第２・４土曜日　午前中
	 	 第３日曜日　午前中

※祝・祭日は除く。

 ●東京ディズニーリゾート「マジックキングダムクラブ」の終了について
東京ディズニーリゾート「マジックキングダムクラブ」が平成２８年３月３１日（木）をもっ
て終了することになりました。現在お渡し中の「マジックキングダムクラブ・メンバーシップ
カード」の特典等につきましては、以下のとおりとなります。

①	「マジックキングダムクラブ・メンバーシップカード」を提示の上、メンバー料金で購入できるワンデー
パスポートは来園日が平成２８年３月３１日（木）までのものとなります。
②ホテル宿泊特典は、宿泊日が平成２８年３月３１日（木）の宿泊までご利用いただけます。
③	イクスピアリの一部店舗およびシネマイクスピアリの割引は、平成２８年３月３１日（木）の購入分ま
でご利用いただけます。
④	利用期限が過ぎた「マジックキングダムクラブ・メンバーシップカード」は、ご自身で破棄願います。

にお戻しいただく必要はございません。

「特別利用券」につきましては、「コーポレートプログラム利用券」と名称が変わりますが、引き続き配
布の予定です。新たな特典・イベント等につきましては詳細がわかり次第、「Ｆｒｏｍ 」でご案内い
たします。

現在マジックキングダムクラブ・メンバーシップカードをお持ちの方を対象に「サンクス・フェスティ
バル」が開催中です。詳細は次のページをご覧ください。

 ●ポティロンの森（茨城県稲敷市）について
利用補助券の提出または会員証を提示して割引価格でお楽しみいただけるレジャー施設「ポティ
ロンの森」は、リニューアル工事のため、１１月中旬から来年の３月末まで一時休園いたします。
詳細は、「ポティロンの森」公式ホームページにてご確認ください。

 ●アマゾンギフト券の窓口受取はお済みですか？
「From ９月号」でご案内のアマゾンギフト券をお申し込みの上、当選され、窓口受取をご選択され
た方々の期日が、１１月２０日（金）までとなっております。期日までにお越しになられないと、当選が無
効になってしまいますので、お早目にお越しください。
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マジックキングダムクラブ・メンバーの皆さまを対象に、『マジックキングダムクラブ「サンクス・
フェスティバル」』が現在開催中です。どうぞご利用ください！

１　「サンクス・フェスティバル」開催期間

　平成２７年１２月２２日（火）まで　※土・日・祝日を除く平日のみ
●	上記期間内に「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。
●			入園制限中のパークではご利用いただけません。
●		土・日・祝日は、マジックキングダムクラブ・メンバーシップカードのご提示で通常のクラブメンバー
用パスポートをご購入いただけます。

２　パスポート料金
「サンクス・フェスティバル」

パスポート料金
メンバーシップカード
提示時通常料金 通常料金

大　人
（１８歳以上） ６，３００円 ６，５００円 ６，９００円
中　人

（中・高生・１２～１７歳） ５，４００円 ５，６００円 ６，０００円
小　人

（幼児・小学生・４～１１歳） ４，０００円 ４，２００円 ４，５００円

※	 で配布している特別利用券（一会員　１,０００円券×２枚まで）との併用はできますが、ディズ
ニーストアにてご購入の場合、特別利用券取扱い店舗のみとなります。

３　ご利用対象者

　マジックキングダムクラブ・メンバーとその同居のご家族の方

４　パスポート購入方法
マジックキングダムクラブ・メンバーシップカードをご提示いただき、『マジックキングダムクラブ	
「サンクス・フェスティバル」パスポート』とご指定ください。
※	メンバーシップカードのご提示がない場合、『マジックキングダムクラブ「サンクス・フェスティバル」	
パスポート』はご購入できません。

５　チケット販売窓口
　【当日券】

東京ディズニーランド、東京ディズニーシーの当日券販売窓口
※ディズニーホテル、東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル、東京ディズニーリゾート・パ
ートナーホテルでもご宿泊者に限りご購入いただけます。

　【前売券】
東京ディズニリゾート・チケットセンター（イクスピアリ１Ｆ）
東京ディズニーランド：ゲストリレーション・ウインドウ（園外）
東京ディズニーシー：団体チケットブース
ディズニーストア（パークチケット取扱い店舗（「利用ガイド２０１５」P１１参照）のみ。ただし、す
べての取扱い店舗で特別利用券の併用はできませんので、ご注意ください。）

６　その他
●	『マジックキングダムクラブ「サンクス・フェスティバル」パスポート』をフェスティバル実施期間外
にご利用になる（チケットの変更を行う）場合、チケット販売窓口にて、ご利用当日の通常料金との差
額と変更手数料（２００円）が必要になります。

マジックキングダムクラブ
「サンクス・フェスティバル」のご案内
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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 
「2015 年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
「2015 年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
●	第一ホテル東京・第一ホテルアネックス
　　　～平成２７年１２月３０日まで　詳しくは「From 」１０月号をご覧ください。

●	帝国ホテル
　　　～平成２７年１２月３０日まで　詳しくは「From 」１０月号をご覧ください。

●	浅草ビューホテル
～平成２７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２７年１２月１日（火）～１２月２７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	 ７，５００円（通常料金　９，０００円）
●小学生	 ３，２００円（通常料金　４，５００円）
●幼　児		１，７００円（通常料金　３，０００円）（３歳以上）
　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
●日によって開催時間が異なる場合がございます。
●仕入れ状況により、メニュー内容が変わる場合がございます。
●最少催行人数に満たない場合は、開催を取りやめる場合がございます。

１会員６枚まで
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開催日時

１２月２２日（火）～平成２８年３月６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（金・祝）、１／２５（月）

会　　場 Ｂｕｎｋａｍｕｒａザ・ミュージアム（渋谷・東急本店横）

斡旋料金
一　般　　　　　９００円（当日券　１，５００円）
※当サービスセンターは、一般のみの取扱いです。
※障害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。

申込方法
●	窓口販売		 平成２８年２月２７日（土）まで
●	ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ	 平成２８年２月１９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

☆☆「美術展チケット」好評販売中 ☆☆ ホームページ

ラファエル前派の傑作が来日！リバプール国立美術館は、リバプール市内および近郊の３美術館の総称です。特
にラファエル前派のミレイ、ロセッティ、ハント、やレイトン、ウォータース、ワッツなどの傑作をもつ美術館と
して世界的に知られています。近代英国美術の「英国らしさ」をキーワードに「英国の夢」を浮き彫りにします。

大原美術館（岡山県倉敷市）は、日本初の民間総合美術館として１９３０年に開館しました。そのコレクション
は国の内外で高く評価されています。本展では、西洋や日本の近代絵画の名作だけでなく、民芸、世界各地の
古代の美術、現代美術といった多岐に渡る作品を凝縮して紹介することで、コレクションの全貌を探るとともに、
日本の美術館の黎明期を築いた大原美術館の活動の理念と軌跡を浮かび上がらせます。

リバプール国立美術館所蔵　英国の夢　ラファエル前派展

はじまり、美の饗宴展　すばらしき大原美術館コレクション

ホームページ

ホームページ

開催日時

平成２８年１月２０日（水）～４月４日（月）
●１０：００	～	１８：００（金曜日は２０：００まで）
　※入場は閉館の３０分前まで
●休館日…毎週火曜日

会　　場 国立新美術館　企画展示室１Ｅ（東京・六本木）

斡旋料金
一　般　　　１，０００円（当日券　１，６００円）
※当サービスセンターは、一般のみ取扱いです。
※中学生以下は無料　※障害者手帳をお持ちの方と付添の方１名は無料

申 込
販売方法

●	窓口販売		 平成２８年１月１９日（火）まで
●	ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ	 平成２８年１月１５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、美術展開催中の販売はできません。

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

黄金伝説展
古代地中海世界の秘宝

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 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 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

シカゴ　ウェストンコレクション
肉筆浮世絵―美の競艶

１１月２０日（金）～
２８年１月１７日（日）まで

窓口　～１／１５まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～１／８ From 10月号

黄金のファラオと
大ピラミッド展 ２８年１月３日（日）まで 窓口　～１２／２８まで

〒／ＦＡＸ／ホームページ　～１２／１８ From 10月号

ダンテ ･ゲイブリエル ･ロセッティ
《シビラ・パルミフェラ》	1865-70 年	
油彩・カンヴァス
Ⓒ	Courtesy	National	Museums	
Liverpool,	Lady	Lever	Art	Gallery

エル・グレコ《受胎告知》
1590年頃 -1603 年		油彩、
カンヴァス109.1 × 80.2cm

★当センターで扱っているチケットは、直接会場にて割引価格ではお求めになれません。
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観劇・コンサート

音楽劇

星の王子さま

清水ミチコ一人フェス２０１５

書道の力×和太鼓の響き
～若きニッポンの技～

新春寿寄席
五代目圓楽一門会のお正月
～新春の招福はかめあり亭より～

三越冬休みファミリー劇場

ミュージカル『マッチ売りの少女・３びきのこぶた』

全席指定　５，０００円
　　 （一般料金　６，５００円）
会場：日本武道館（九段下）

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 １１月２４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１２／１６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」Ｐ３４をご覧ください。

１／３（日）１４：００

❶１２／２３（水・祝）１１：００
❷１２／２６（土）１４：３０　❸１２／２７（日）１１：００

全席指定	３，２００円	

　　（一般料金	４，５００円）

会場：シアター１０１０（北千住）
枚数：各回２０枚（１会員２枚まで）

全席指定	２，８００円
　（一般料金　３，８００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）

全席指定　２，５００円
　　（一般料金	 ３，５００円）
会場：三越劇場（日本橋）
枚数：各回２０枚（１会員４枚まで）
※３歳以上有料

❶１／１０（日）１４：００　❷１／１１（月・祝）１４：００１２／２０（日）１５：３０

　　※未就学児入場不可

書道家・武田双雲のトーク＆書道パフォーマンス、和太鼓兄弟ユニット
は・や・との演奏、そして両者のコラボレーションをお楽しみくだ
さい。「西新井で受けたい授業」も開講します！

１２／３０（水）１６：００

１／２３（土）１３：００

Ｓ席指定　　７，８００円
　（一般料金　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：６０枚（１会員２枚まで）

全席指定一般	 ２，５００円
全席指定高校生以下	１，３００円
　（一般料金	 一　　　般　３，３００円　
　	 高校生以下　１，８００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４枚まで）

原作：サン＝テグジュペリ
脚本・演出：青木豪　作曲・音楽監督：笠松泰洋
出演：昆夏美、伊礼彼方、廣川三憲

幸ふる年の初笑い
圓楽一門より新年のお慶びを申し上げます

出演：三遊亭円楽、三遊亭兼好、三遊亭萬橘、母心

幼い頃貧しかったアンデルセンが、母に感謝し、捧げた鎮魂歌
「マッチ売りの少女」と、孤独な森の狼と、幸せに成長し親元から
独立していく３びきのこぶたの友情を描いた物語「３びきのこぶた」
－素晴らしき出会い－の２本立ての上演です。

※未就学児入場不可

２年ぶりの全国ツアー“一人フェス”のツアー FINAL公演
が決定 !! スペシャルなネタを企んでる事間違いなし！

ホームページ



11

１／２３（土）１３：００

❶１／２２（金）１９：００　❷１／２３（土）１９：００

❶１／１４（木）１９：００　❷１／１５（金）１９：００ ❶１／９（土）１８：００  
❷１／１１（月・祝）１４：００

１／２３（土）１５：３０

１／２３（土）１１：００

　二兎社公演４０

生きるために書いた  書くために生きた  樋口一葉、奇跡の日々

月組公演
Musical『舞音－MANON－』～アベ・プレヴォ「マノン・レスコー」より～
グランドカーニバル『GOLDEN	JAZZ』

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（有楽町・日比谷）
枚数：２０枚	（１会員２枚まで）

一等席指定　６，８００円
　  （一般料金　９，０００円）
会場：浅草公会堂
　　　（浅草）
枚数：１０枚
　　　（１会員２枚まで）

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

Ｓ席指定		７，８００円
　　（一般料金　１０，０００円）

会場：東急シアターオーブ
　　　（渋谷）
枚数：各回１０枚（１会員２枚まで）

１．２階席指定	４，５００円
　　（一般料金　６，０００円）
会場：世田谷パブリックシアター
　　　（三軒茶屋）
枚数：各回１０枚（１会員２枚まで）

Ｓ席指定　５，８００円　
　　（一般料金　７，５００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）

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：４０枚
　　　（１会員２枚まで）

ＤＲＵＭ	ＴＡＯ	

２０１６新春「総出演 日本ドラム絵巻」

ダイワハウスSpecial　地球ゴージャスプロデュース公演Vol.14

『The	Love	Bugs』

新春浅草歌舞伎

ニューイヤー・ミュージカル・コンサート2016

伍代夏子　藤あや子
新春特別公演

❶１／２６（火）１４：００　❷２／１１（木・祝）１４：００

❶１／２３（土）１１：００　❷１／２４（日）１１：００

S席　９，５００円
　　　	　（一般料金　１２，０００円）
会場：赤坂ACTシアター（赤坂）
枚数：各回１０枚（１会員２枚まで）

予定曲目：シャル・ウィ・ダンス（王様と私）、
オーバー・ザ・レインボー（オズの魔法使い）、トゥナイト

（ウエスト・サイド・ストーリー）、メモリー（キャッツ）　他

作・演出：永井愛　作曲・ピアノ演奏：林正樹
出演：黒木華、平岳大、木野花、朝倉あき、橋本淳　他

地球ゴージャス史上最強に歌える、
圧倒的に華やかな布陣で挑む新作公演！
作・演出：岸谷五朗
出演：城田 優  蘭寿とむ  大原櫻子  平間壮一  マルシア
　　　岸谷五朗・寺脇康文　他

３つの Guinness World Records TM に輝く、ジャニー喜多川氏に
よるエンタテイメントの集大成！
作・構成・演出　ジャニー喜多川
出演：佐藤勝利（Sexy Zone）、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）
　　　平野柴耀、永瀬廉、高橋海人＆ジャニーズ Jr. オールスターキャスト

©宝塚歌劇団

構成・演出	 宮本亜門
衣装デザイン	 コシノジュンコ
舞台デザイン	 松井るみ

第一部　「日本橋春秋」
第二部　オンステージ『新春大江戸歌絵巻』

スペシャルゲスト：山内惠介

前回公演「フレンチ・ミュージ
カル・コンサート2014」より
＆＃ 169；Jun Wajda

主演・黒木華

※未就学児入場不可

ふたりの歌姫が明治座に登場！
2016 年の幕開けは、豪華な共演のお芝居と
歌謡ショーから始まります。
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	 《広告》はせがわ

	 《広告》シアター１０１０

試合日時 平成２８年１月１日（金・祝）　午後２時キックオフ（予定）
会 場 味の素スタジアム（京王線　飛田給駅　徒歩５分）

席・料金
枚 数

Ｓ席指定　３，５００円（一般料金５，２００円）　　２０枚
　※座席位置の指定はできませんので、ご了承のうえお申込みください。

申込方法
●	ハガキ／ＦＡＸ／ホームページで「天皇杯決勝」・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。
申込多数の場合は抽選となります。抽選結果の通知はいたしません。

申込期限
	１１月２７日（金）午後５時必着
●一会員４枚まで　　※申込後のキャンセル・変更はできません。

そ の 他 	チケットの発送は、当選者にのみ１２月中旬を予定

２年ぶりの元日決戦！味の素スタジアムで日本の頂点に立つチームは？

決勝 ホームページ

●ギャラリー　●稽古場1・2　●講義室1・2
●視聴覚室　●アトリエ　●音楽練習室1・2

劇場以外の施設も充実

チケットセンター　TEL．03-5244-1011

足立区シアター1010指定管理者
（共立・キョードー東京・大星ビル管理共同事業体）

お問合せ：TEL．03-5244-1010　http：//ｗｗｗ．ｔ1010．ｊｐ

気軽にお手頃価格でご利用いただけます。

良い街には
良い劇場がある。

伊礼彼方　　　　昆夏美　　　　廣川三憲
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音楽劇音楽劇

星の王子さま星の王子さま
原作：サン＝テグジュペリ

脚本・演出：青木豪
作曲・音楽監督：笠松泰洋

チケット
発売中！

チケット料金

　　４，５００円
　　（全席指定・税込）

＜演奏＞ピアノ：服部桂奈

　　コントラバス：小美悠太

※未就学児はご入場いただけません。

2016年1月10日（日）14：00
11日（月・祝）14：00

聖書に次ぐベストセラーといわれる
サン＝テグジュペリの「星の王子さま」。
言葉が彩るファンタジーの世界を、３人
の俳優とピアノ、コントラバスの編成で、
新しい音楽劇として上演いたします。


