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　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 近藤　浩富 理 事 横溝　正雄
副理事長 山﨑　　健 理 事 篠原　義臣 監 事 倉本　文寛
常務理事 村岡　徳司 理 事 鈴島　妙子 監 事 柴田　　壽
理 事 池田　光伸 理 事 土屋　勝重 事 務 局 職 員 一 同
理 事 川口　明裕 理 事 山屋　昭夫
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 ※１月の土曜営業は、２３日（９：００～１６：００）です。
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イベント名 スキーリフトシーズン券
枚　　 数 一会員　１スキー場につき５枚まで

販 売 期 間
●窓口：平成２８年３月１８日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ：平成２８年３月１１日（金）午後５時必着

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・スキー
場名・券の種別・枚数・送付先（自宅or 勤務先）を記入してお申込みください。

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。施設にご確認にうえご利用ください。
●チケット購入後のキャンセル・変更および再発行はいたしません。

スキーリフトシーズン券販売中

猪苗代スキー場	 福島県耶麻郡猪苗代町　　　☎０２４２－６２－５１００
	 利用期間　　〜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）	３，０００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㎞

石打丸山スキー場	 新潟県南魚沼市石打　　　☎０２５－７８３－５５７１
	 利用期間　　〜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）	 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㎞　・　塩沢石打ＩＣより３㎞

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

リフト１日券
大人券	 ２，９００円（一般料金　４，２００円）　
中・高生・シニア券（５５歳以上）	２，１００円（一般料金　３，３００円）
小人券（小学生）	 １，１００円（一般料金　２，２００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
	 利用期間　　〜平成２８年４月３日（日）予定

リフト１日券
大人券	 ２，５００円（一般料金　３，９００円）　
中・高・シニア券（５５歳以上）	２，０００円（一般料金　３，０００円）
小人券（小学生）	 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５分

舞子スノーリゾート	 新潟県南魚沼市舞子　　　　☎０２５－７８３－４１００
	 利用期間　　〜平成２８年３月３１日（木）予定

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	 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

ホームページ

５か所のスキー場のリフト券（シーズン券）を販売しています。通常よりお得なチケットです。どうぞご利用ください。
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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
	 開設期間　〜平成２８年５月８日（日）

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）＋昼食券付き）
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）
●窓口に、会員証提示と同額優待パック（レンタル割引付き）券があります。ご利用下さい。

アクセス
　　　　ＪＲ上毛高原駅よりシャトルバス（要予約）
　　　　関越道　沼田ＩＣより国道１２０号　約５０分
　　　　（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〜）

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御所平　　　　☎０２６７－９１－１００１
小海リエックス・スキーバレー	 長野県南佐久郡小海町豊里５９０７　☎０２６７－９３－２５３７
	 開設期間　　〜平成２８年３月２１日（月・祝）

リフト１日券

大人（中学生以上）	 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
※１２／２９〜１／４は土日祝日料金となります

アクセス

　　　　シャトレーゼ八ヶ岳：ＪＲ小海線野辺山駅よりタクシー５分
　　　　小 海 リ エ ッ ク ス：ＪＲ小海線小海駅よりタクシー２０分

　　　　シャトレーゼ八ヶ岳：中央自動車道路　長坂ＩＣより２５分
　　　　小 海 リ エ ッ ク ス：中部横断自動車道　佐久南ＩＣより３５分

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
	 開設期間　　〜平成２８年４月３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
　　　　北陸新幹線　軽井沢駅より　無料シャトルバス４０分（前日１７時まで要予約）
　　　　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
	 開設期間　　〜平成２８年３月３１日（木）

リフト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・会津鉄道・野岩鉄道を利用して３時間３０分
　　　　東北自動車道・西那須野塩原 ICより約９０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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☎
●利用期限は３月３１日（木）までです。
●休園日・イルミーネーション開催期間等詳しくは各遊園地のホームページをご確認ください。

ゆうえんち　冬のイルミネーション開催中 ❆ ホームページ
❆

金　額
１枚　１，４００円
　大人・小人共通　３歳以上
　（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
イルミネーション開催期間：ウィンターイルミネーション２月１４日（日）までの土日（休園日あり）

金　額
１枚　５００円　１会員１０枚まで
　大人・小人共通　３歳以上
	　（一般料金：大人	４，２００円・小人	３，２００円）

その他
交通：西武池袋線「豊島園」から徒歩１分・都営大江戸線「豊島園」から徒歩２分
イルミネーション開催期間：ウィンターファンタジア２月２８日（日）まで（休園日あり）

金　額

１冊　２,０００円　１会員１０冊まで
　大人・小人共通　（一般販売なし）
１冊に１０ポイントあり、使いたい施設でのポイント利用や、ワンデーパス
ポートに引き換えてご利用できます。

その他
交通：東京メトロ丸の内線・南北線「後楽園」徒歩３分・JR 総武線「水道橋」
イルミネーション開催期間：ウィンターイルミネーション２月１４日（日）まで

金　額
１枚　５００円　１会員１０枚まで
　大人・小人共通　３歳以上
　（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」・「西武園駅」徒歩５分
イルミネーション開催期間：イルミージュ４月１０日（日）まで（休園日あり）

東武動物公園フリーパス

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』

●	よみうりらんど・さがみ湖プレジャーフォレスト・八景島シーパラダイス等のイルミネーションも、レジャー施設
利用補助券（配布済み）をご利用いただけます。

残りわずか

❆
❆

１会員１回１０枚まで
年度内２０枚まで

販売期間 それぞれ各施設完売をもって終了（朝日スポーツクラブ〔BIG-S 竹の塚〕は完売しました。）

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 一施設　一会員　５枚まで（年度内）

施	 設	 名

●各施設とも、営業時間・休館日・利用条件などは「 利用ガイド２０１５」P４７をご覧ください。
●	ダンロップスポーツクラブ綾瀬	 ☎０３‐３６９０‐７９９７
●	リリオセントラルフィットネスクラブ	 ☎０３‐５６８０‐０３０３
●	セントラルウェルネスクラブ西新井	 ☎０３‐５８８８‐３５６１
●	セントラルフィットネスクラブ竹の塚	 ☎０３‐５８５１‐００５０
●	ゴールドジム北千住東京	 ☎０３‐５２８４‐３６３６

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。他の人に譲ることはできません。
●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途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発売中！ ホームページ

❆❆ ❆
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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

Ｈ２８年１月１日から３月２２日までに
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、「会員拡大キャンペーン」を
展開します。
　キャンペーン期間中の１月１日（金・祝）から３月２２日（火）までに同一事業所で会員様
が追加入会されますと、入会金２００円が無料となり、さらに入会月に応じた相当額の記念品

（足立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（3/22まで）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円となります。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円を郵便局よりお振込みいただきます。（４月以降は半期ごとに指定口座から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。

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！　

　※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。

I n f o r m a t i o n
●「映画前売券利用補助券」ご利用店舗について
『ぴあステーション　三省堂新保町本店』は、２０１６年１月３１日（日）を持ちまして営業を終了します。
今後は他の店舗をご利用ください。

●スパラクーア「平日入館券」後期分は完売しました
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「東京・ミュージアムぐるっとパス2015」残りわずかです !

世界最大級の蘭の祭典、今年も開催！
今回も栄えある日本大賞を目指して、1年かけて育ててきた蘭が各地より集結します。蘭で埋め尽くされ
たステージショーや特別展示などは圧巻。蘭に親しむワークショップや稀少な蘭の販売も行うオーキッド
マーケットなど、世界らん展でしか見られない盛りだくさんな内容で、ご来場のみなさまをお迎えします。

ホームページ

ホームページ

開催日時
２月１３日（土）〜２月１９日（金）
９：３０〜１７：３０　　※入場は閉場の３０分前まで

会 　 場 東京ドーム（水道橋・後楽園）

料 金 一般券　１，４００円　（当日券　２，２００円）
　※中学生（要学生証提示）および保護者同伴の小学生以下無料

申込方法
●窓口		 ２月１２日（金）
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ	 ２月　９日（火）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 平成２８年３月３１日（木）までの期間内で最初に利用した日から２ヶ月間

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。

申込方法
●窓口	 １月２９日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ	 １月２５日（月）午後５時必着
●一会員	後期分６冊まで　なくなり次第販売終了です。

東京の美術館 ･ 博物館等共通入館券

チケット名 開催日程 販売期間 詳細

特別展
始皇帝と大兵馬俑 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 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

はじまり、美の饗宴展
大原美術館コレクション

１月２０日（水）〜
　　		４月４日（月）まで

窓口　〜１／１９まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　〜１／１５ From １１月号

英国の夢
ラファエル前派展 ３月６日（日）まで 窓口　〜２／２７まで

〒／ＦＡＸ／ホームページ　〜２／１９ From １１月号

第１５回東京国際
キルトフェスティバル

１月２１日(木 )〜
　　　１月２７日(水 )まで

窓口　〜１／２０まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　〜１／１５ From １２月号

テーブルウェア
フェスティバル２０１６

１月３１日(日 )〜
　　　２月８日(月 )まで

窓口　〜１／２９まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　〜１／２２ From １２月号

フェルメールと
レンブラント展

１月１４日(木 )〜
　　　３月３１日(木 )まで

窓口　〜２／２７まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　〜２／２６ From １２月号

ボッティチェリ展 １月１６日(土 )〜
　　　４月３日(日 )まで

窓口　〜２／２７まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　〜２／２６ From １２月号

オートクチュール展 ３月４日(金 )〜
　　　５月２２日（日）まで

窓口　〜２／２７まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　〜２／２６ From １２月号

★★「チケット」好評販売中 ★★ ホームページ

●当センターで扱っている割引チケットは直接会場で割引価格ではお求めにはなれません。

残りわずか
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利用期間 平成２８年１月１２日（火）～３月３１日（木）
●インペリアルバイキング　《サール》　予約先：０３－３５３９－８１８７ 本館１７階
券 種 時　間 料　金

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・祝日のご利用は、別途追加料金９００円
をレストランでお支払いください。

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

①１７：００～１９：００
②２０：００～２２：００

● 土・日・祝日のご利用は、別途追加料金９００円
をレストランでお支払いください。

◎飲み放題プラン（１２０分）
飲み物：ビール（瓶）、ワイン白・赤、
ウイスキー、焼酎、ソフトドリンク

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　※中学生以上は同一料金となります。４歳～１２歳のお子様料金はお店にお問合せください。

場所：千代田区内幸町１ー１ー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出口徒歩約２分

場所：横浜市西区みなとみらい２－３－７交通：みなとみらい線「みなとみらい駅」徒歩約１分、ＪＲ京浜東北・根岸線・横浜市営地下鉄「桜木町駅」徒歩約１０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。●料理例の写真はイメージです。

●鉄板焼　《嘉　門》　　　　　　　　予約先：０３－３５３９－８１１６ 本館１７階
券  種 時　間 料　金

昼  食 １１：３０～１４：３０ ４，４００円（通常料金　５，３９０円）

夕  食 １７：３０～２１：３０ １４，０００円（通常料金１９，８００円）

※ 「嘉門」は鉄板焼レストランですので、鉄板がお客様の手の届く場所にあり小さなお子様が手を触れてしまう恐れがある為、４
歳未満のご利用はご遠慮いただいております。４歳未満のお子様がご同伴の場合は個室（有料）でのご利用をお願いしております。

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。
●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
● 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。

ホームページ

券　種 料　　金 時　　　間

ランチコース ３，４００円（通常４，５００円） ①１１：３０～／②１３：４０～（２部制）

ディナーコース ６，９００円（通常９，０００円） 平　日　１７：３０～２１：００
土日祝①１７：３０～／②２０：３０～（２部制）

利用期間 平成２８年１月１２日（火）～３月３１日（木）

西洋料理を中心としたワールドワイドなお料理をブッフェスタイルにてご提供いたします「カフェ トスカ」と
「皿の上の芸術」と呼ぶにふさわしいフランス料理の名店「クイーン・アリス」にてお楽しみください。

券　種 区分 料　　金
ランチブッフェ

（時間１１：３０～１５：００）
（土日祝～１６：００）

９０分制

大　人 平　　日 ２，５００円 （通常　３，５０７円）
土日祝日 ３，０００円 （通常　４，１８７円）

小学生 全　　日 １，１００円 （通常　１，９８０円）
幼　児 ５００円 （通常　　９５０円）

ディナーブッフェ
（時間１７：００～２２：００）

９０分制

大　人 平　　日 ４，１００円 （通常　５，３４６円）
土日祝日 ５，２００円 （通常　６，５３４円）

小学生 全　　日 ２，０００円 （通常　２，９７０円）
幼　児 ７００円 （通常　１，１８８円）

 ●《クイーン・アリス》 ３Ｆ　　予約先０４５－６８２－２２１６　【除外日：１月２８日・２９日】

●表記料金には、税金・サービス料を含みます。●幼児は４歳以上未就学児童になります。
●メニュー内容は、季節や仕入れ状況により変更になる場合があります。●料理写真は、イメージです。●全席禁煙となります。

 ●《カフェ トスカ》 ２Ｆ　　予約先０４５－６８２－２２１８

帝 国 ホ テ ル

横 浜ベイホテル東 急
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観劇・コンサート

竜小太郎
陽春ゆめまち華舞台　Vol. ２

ディズニー・ファンタジア・コンサート 2016

ミュージカル

エドウィン・ドルードの謎

ディズニー・ライブ!

ミッキーのミュージックパーティー!!

S席指定　６，８００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：❶１０枚❷２０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２５日（月）　〈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２／１８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。

４／３（日）１６：００

３／２５（金）１４：００ ３／２７（日）１１：００

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）

全席指定　８，８００円
　　（一般料金１１，０００円）
会場：シアター１０１０（北千住）
枚数：各回１０枚（１会員２枚まで）

全席指定　４，９００円
　（一般料金　７，５６０円）

会場：板橋区立文化会館
　　　（大山・板橋区役所前）
枚数：１０枚（１会員２枚まで）

全席指定　３，３００円
　（一般料金　４，５００円）
　※ワンドリンク付き
会場：浅草ＲＯＸビル４Ｆ
　　　ゆめまち劇場（浅草）
枚数：１０枚（１会員２枚まで）

❶３／２８（月）１３：３０　❷３／２８（月）１８：３０
❸３／２９（火）１４：００

天童よしみコンサート2016

ミッキー、ミニー、ドナルド、グーフィーがなんとバンドを結成！
ミッキーたちと一緒に歌って、踊って、遊べる、パーティーに
みんなおいでよ！

前代未聞！？ 結末は２８８通り！
今回の犯人はお客様（あなた）が決める！
原作：チャールズ・ディケンズ（「エドウィン・ドルードの謎」）
脚本・歌詞・作曲：ルパート・ホームズ　上演台本・演出：福田雄一
出演：山口祐一郎、壮 一帆、平野 綾、保坂知寿　ほか

Ｓ席大人　９，０００円
　（一般料金	 １１，０００円）

Ｓ席小人　４，４００円
　（一般料金	 ５，５００円）

会場：大同生命ミュージカルシアター
　　　電通四季劇場〔海〕
　　　（新橋・汐留）
枚数：６０枚（１会員４枚まで）

３／１９（土）１３：００

❶４／２９（金・祝）１７：３０
❷４／３０（土）１１：００

迫力の生演奏と美しい映像！
ライブで体感する“ファンタジア”の世界！
ライブナビゲーター：高嶋ちさ子
管弦楽：日本フィルハーモニー交響楽団

©Disney,©Disney/Pixar

一部：お芝居「人情時代劇」
二部：男形・女形早変わり舞踊・歌謡ショー

ホームページ

●チケットの発送は３月になります。
●チケットの発送は３月になります。

心に響く抜群の歌唱力と、愛嬌たっぷりの楽しいお喋り。
そのパワフルなステージで、明るく元気になりませんか !!
〈予定曲〉珍島物語、道頓堀人情、あんたの花道　ほか

『アラジン』

※３歳以下入場不可

●一秒の早変わりと花魁道中は必見です！

©Disney
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３／２０（日）１５：３０

かあちゃん 南の島の歌姫コンサート

一青窈 with 東京フィルハーモニー交響楽団

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）

全席指定　５，０００円
　		（一般料金　６，８００円）
会場：Zeppブルーシアター六本木
　　　（六本木）
枚数：各回１０枚（１会員２枚まで）

Ａ席指定　９，０００円
　　（一般料金　９，０００円）

会場：帝国劇場（有楽町・日比谷）
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）

ヤン・リーピンの

シャングリラ
踊る精霊　最後の舞

ペインターズ・HERO
宙組公演　《シェイクスピア没後４００年メモリアル》

ミュージカル 『Shakespeare シェイクスピア』
　〜空に満つるは、尽きせぬ言の葉〜

ダイナミック・ショー 『HOT EYES!!』

談ス
踊るなら止まるな、止まるならこの指止まれ！

❶３／２５（金）１９：００　❷３／２６（土）１６：００
❸３／２７（日）１３：００

まずしくもまっすぐ生きるかあちゃんが
一家を支える、泣いて笑って人情ばなし。
出演：藤山直美、中村雅俊、八千草薫　ほか

作・構成・演出：ジャニー喜多川
出演：堂本光一、屋良朝幸、前田美波里　他

❶３／１９（土）１６：３０
❷３／２０（日）１２：００

❶２／２０（土）１８：００
❷３／１９（土）１３：００

❶４／１０（日）１３：００　❷４／１４（木）１９：００

Ｓ席指定　９，８００円
　　（一般料金　１２，０００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）

３／２３（水）１８：３０３／５（土）１３：００

３／２６（土）１７：００

Ｓ席指定　７，５００円	

　　　（一般料金　９，５００円）

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

全席指定　４，８００円	
　　　（一般料金　６，０００円）

会場：イイノホール
　　　（霞ヶ関・虎ノ門）
枚数：６枚（１会員２枚まで）

Ｓ席指定　４，８００円	

　　　（一般料金　６，０００円）

会場：中野サンプラザホール（中野）
枚数：１０枚（１会員２枚まで）

©宝塚歌劇団

構成：大植真太郎
振付・出演：大植真太郎、森山未來、平原慎太郎

出演：古謝美佐子、夏川りみ、
　　　うないぐみ、島うた少女テン

※定価での販売となります 世界的にその名を轟かせる中国の国宝級ダンサー、ヤン・リーピン。
本作は以前にも日本で上演され、大好評を博した彼女の代表作です。
名作「シャングリラ」をヤン・リーピンが踊るのは本公演が最後と
なります。伝説の名作、踊る精霊のラスト・ダンスをお見逃しなく！

ステージ全体をキャンパスに、４人ならではの軽快かつ卓越した 
ライブペインティングと先端テクノロジーを取り入れた今までにない
斬新なアートパフォーマンスは、アメリカ、中国、東南アジアなど
世界各地でも絶賛 !!

●チケットの発送は３月になります。

Endless SHOCK

©三好英輔
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 《広告》はせがわ

 《広告》シアター１０１０

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


