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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 ※４月の土曜営業は、２３日（９：００～１６：００）です。

若手社員研修　〜仕事の基礎力アップで成果もあがる〜

日　 程 平成２８年６月１５日（水） 募　 集 ４０名　

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。

コ ー ス

●研修場所　　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）
●研修時間　　９: ３０ ～ １６: ３０　（１２: ００～１３: ００は昼食休憩）
●研修内容　　　　
　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　③Ｑ ( 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❶～❸を明記して、
サービスセンター へお申込みください。

❶事業名「若手社員研修」　❷代表者の会員番号・事業所名・会員氏名
❸参加者全員の氏名・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 ５月２０日（金）《午後５時必着》※申込者多数の場合は抽選となります。

通知・支払 ５月２４日（火）頃に通知書と一緒に送付する払込票にて、到着後一週間以内にお支払いください。

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。会社の新入社員や若手
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。
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平成２８年度事業計画・収支予算
　平成２８年度の事業計画・収支予算が決定しましたので、そのあらましをお知らせします。
なお、事業計画は、変更になることもあります。
　下記①～⑥の参加費や売り上げなどによる収入よりも、支出のほうが大きくなっていま
すが、この差額は⑦の皆さんからの入会金・会費と、⑧ の設立時に足立区が出資した
基本財産（５億円）の運用利子などでまかなわれます。
　⑨の事務局の運営経費などは、足立区からの補助金でまかなわれます。

総　　　　額 収入 ３５５, １０３ 支出 ３５５, １０３

①生活や暮らしの事業 収入 ３１, ５３６ 支出 ５７, ３２３
給付金（祝金・見舞金・弔慰金）の支給、生活資金の融資あっせん
クオカード・区内共通商品券・コミュニティバス回数券・Amazon ギフト券・指定店割引、 
産地直送品のあっせん、ライフプラン事業（健康と生涯設計などのセミナー）、財形貯蓄の事務代行など

②健康やスポーツの事業 収入 １５, ６７５ 支出 ３１, ４２２
健康診断・人間ドック・健康ランド・スポーツクラブの利用補助、
ゴルフ練習場回数券、スキーリフト券、スパラクーア利用券、区内公衆浴場回数券の販売、
区営体育館・プール等回数券の販売など

③趣味や教養の事業 収入 １３, ７７０ 支出 １６, ３８８
図書カード、ぐるっとパス、美術展チケットなどの販売、
放送大学の通信教育及び指定店・区公社等の文化教養講座・教室に対する受講料補助、
資格試験の受験料及び資格取得のための講習会受講料の補助など

⑤生活産業広報紙発行事業 収入 ６９, ７２６ 支出 ６８, ６５１
公社ニュース「ときめき」（月１回）　発行事業 公社等からの記事掲載料と広告収入により

発行しています。

⑥その他の収入・経費 収入 ０ 支出 １３, ５１６
事業を実施するための経費（印刷・郵送・旅費など）、新規加入促進 PR の経費、予備費など

⑧基本財産の運用収入・経費など 収入 ６, ２５７ 支出 １
基本財産の運用収入、前年度繰越金の見込額、積立金取得の支出など

⑦入会金・会費収入 収入 ７５, ３００ 支出 ０

④レジャーや余暇の事業 収入 ７１, １８７ 支出 ９６, １５０
宿泊施設・レジャー施設・映画前売券・東京ディズニーランド／シー・ホテル食事・
観劇等託児サービスの利用補助、としまえん・東武動物公園・西武園ゆうえんちのフリーパス販売、
スパリゾートハワイアンズの利用券販売・会員制リゾート施設の提供、
ジェフグルメカード・東京湾納涼船乗船券・プロ野球・スポーツ観戦チケット・観劇
コンサート・映画鑑賞パスポート券・東京ドームシティ「得１０チケット」などのチケット販売、
あっせん日帰りバスツアーなど

●内　訳

単位：千円

⑨事務局の運営経費など 収入 ４８, ３１７ 支出 ４８, ３１７
事務局の管理運営費、人件費

⑩財形貯蓄 収入 ２３, ３３５ 支出 ２３, ３３５
財形貯蓄の預り金収入及び会員の積立金融機関への預け入れ支出
※収支予算額は、正味財産増減の予算でなく、収入支出の予算で記載しています。
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 ●「 利用ガイド２０１６」を同封いたしました。
のお得なサービスメニューの内容や利用方法が詳しく掲載されています。日頃からご覧いただき、

ご家族の皆さまで、 をご利用ください。

１5６

１51１６ 82

《会員の皆さんからいただいた１ヵ月の会費500円は､次のように使われます》

◆中小企業の事業主や従業員の福利厚生の事業を支えます◆

円

円 円円

⑥その他の事業に…

９5円

②健康やスポーツの事業に…

③趣味や教養の事業に…

①生活や暮らしの事業に…

④レジャーや余暇の事業に…

Information
 ●４月２６日（火）は会費自動引落日です。

４月～９月分の会費（５００円×６カ月×会員数）を自動引落しします。なお、３月までの会費に未納が
ある場合には、その分が加算されます。また、平成２７年１０月１日から平成２８年３月３１日までの間に、
一部の会員様が退会した場合には、減額調整します。引落し口座が残高不足にならないようにお願いいた
します。

 ●各種手続の際にご使用いただく印鑑について
印鑑が必要な手続（宿泊補助金請求や各種給付金請求など）にご使用いただける印鑑は、朱肉を使用する
ものに限らせていただいております。ゴム印・スタンプ印（シヤチハタなど）では、手続きができません。
また、窓口にて手続きをされる場合、印鑑をお忘れになられると、手続きができませんのでご注意ください。

見 本

 ●ＦＡＸの送信誤りが増えております。
センターに不鮮明なＦＡＸが届いた場合、送信元が判別できればご連絡しています。
判別できない場合はいなかるお申込みもお受けできません。
特に「退会届」は、会費のご請求額等に影響が出ますので、ご心配な方はＦＡＸ送信後、 へご確認の
電話をお願いいたします。

【ＦＡＸ送信前にご確認を！】　　　　 ＦＡＸ番号：０３（３８３８）３５５６
① 裏面ではないですか？（白紙のＦＡＸが多く届いております）
② ＦＡＸ番号は間違えていませんか？（ は、設備点検日等以外は２４時間受付です）
③ ペンで記入しましたか？（鉛筆やシャープペンシル等は薄くなる場合があります）
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開催日時
５月１３日（金）～５月１８日（水）
　　午前９：３０～午後５：３０（入場は終了の３０分前まで）
※最終日１８日（水）は午後５：００終了

会　　 場 西武プリンスドーム（埼玉県所沢市）
アスセス：西武池袋線「西武球場前」駅下車（「西所沢」駅乗換え）

料 金

一般（中学生以上）１，３００円 （当日券　２，２００円）
●小学生以下無料。ただし、保護者の付き添いが必要。
●会場の当日券売場にて、障がい者手帳をご提示の方および同伴者１名様まで各１，１００円になります。
●会期中、本券のご提示にて西武園ゆうえんちへ入園可。同伴のお子様も入園できます。

申込方法
●窓口販売 ５月１２日（木）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ ５月１１日（水）午後５時必着
●一会員４枚まで ㊟ 完売をもって販売終了

対象施設

●都内７９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。
※詳細は下記事務局にご確認ください。

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２９年３月３１日）

料 金 １，４００円　（一般料金２，０００円）　※大人料金のみとなります。
　※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。

申込方法
●窓口販売 平成２９年１月２７日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ 平成２９年１月２３日（月）午後５時必着
●一会員 年間６冊まで 

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）

第１８回 国際バラとガーデニングショウ

東京の美術館 ･ 博物館等共通入場券 & 割引券
「東京・ミュージアム ぐるっとパス２０１６」

ホームページ

ホームページ

前回の様子

都内の美術館・博物館などの入場券または割引券がつづられたお得なチケットブックです。

開催日時

３月８日（火）～６月１２日（日）　
●午前９：００～午後５：００
 （金曜日は午後８：００まで。４／３０（土）～５／５（木）は午後６：００まで）

　※入館は各閉館時刻の３０分前まで
●休館日…毎週月曜日　※４／４（月）、５／２（月）、６／６（月）、は開館

会　　 場 国立科学博物館　（東京・上野公園）

料 金

一般・大学生 １，０００円 （当日券 １，６００円）
小・中・高校生 ３００円 （当日券 ６００円）
●未就学児童は無料。●障がい者手帳をお持ちの方とその介護者１名様は無料。
●常設展もあわせてご覧いただけます。

申込方法
●窓口販売 ６月１０日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ ６月３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

恐竜博２０１６
スピノサウルス×ティラノサウルス　二大肉食恐竜、上野で夢の競演！

ホームページ

写真上
Courtesy of The University of Chicago
写真下
Courtesy of The Royal saskatchewan Museum

★★「チケット」好評販売中　★★ ホームページ

チケット名 開催日程 販売期間 詳細

キルトスプリングマーケット ４月２６日（火）から
４月２９日（金・祝）まで

窓口　４／２１まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ ４／２０まで From ３月号

●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。
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特別展
黄金のアフガニスタン〜守りぬかれたシルクロードの秘宝

オルセー美術館・オランジュリー美術館所蔵
　　　　　　　　　　　　　　　

その輝きに隠された「命がけの物語」

ホームページ

ホームページ

《百犬図》
絹本着色 一幅
142.7 × 84.2cm 個人

《ピアノを弾く少女たち》
1892 年　油彩、カンヴァス　オルセー美術館
© RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) /
　Hervé Lewandowski / distributed by AMF

古くから「文明の十字路」として栄え、シルクロードの拠点として発展したアフガニスタン。かつて発掘された名宝は、
度重なる内戦により、収蔵品の多くは永遠に失われてしまったと考えられていた。勇敢な博物館員たちは命の危険を顧み
ず地下に隠し、家族にさえ明かさず秘密を守りぬいた。奇跡的に守られた秘宝は、今何を語りかけてくれるだろうか。

世界でも有数のルノワール・コレクションを誇るオルセー美術館とオランジュリー美術館が所有する、１００点を超える絵
画や彫刻、デッサン、パステル、貴重な資料の数々によって画家ピエール・オーギュスト・ルノワールの全貌に迫ります。

開催日時
●４月１２日（火）～６月１９日（日）　午前９：３０～午後５：００　※入館は閉館の３０分前まで
　金は午後８：００まで、土日祝（５／２（月）も含む）は午後６：００まで
●休館日…月曜日（ただし５／２は開館）

会　　 場 東京国立博物館　表慶館（東京・上野公園）

料 金
一般　８００円（当日券　１，４００円）

※当サービスセンターは、一般券のみの取扱いとなります。
※ 障がい者とその介護者１名は無料（入館の際に障害者手帳などをご提示ください）

申込方法
●窓口販売 ６月１４日（火）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ ６月１０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
４月２７日（水）～８月２２日（月）　午前１０：００～午後６：００
　金曜日、８／６（土）、８／１３（土）、８／２０（土）は、午後８：００まで　※入場は閉館の３０分前まで
●休館日…毎週火曜日　ただし５／３、８／１６は開館

会　　 場 国立新美術館　企画展示室１Ｅ（東京・六本木）

料 金
一般　１, ０００円（当日券　１，６００円）

※当サービスセンターは、一般券のみの取扱いとなります。
※ 中学生以下は無料　※障がい者手帳をお持ちの方と付添の方１名は無料

申込方法
●窓口販売 ８月１９日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ ８月１２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

伊藤若冲の生誕３００年を記念して、初期から晩年までの代表作約８０点を紹介する展覧会です。若冲が
京都・相国寺に寄進した「釈迦三尊像」３幅と「動植総絵」３０幅が東京で一堂に会すのは初めてです。

開催日時
４月２２日（金）～５月２４日（火）午前９：３０～午後５：３０（金曜日は午後８：００まで）
●休室日　４月２５日、５月９日　※入室は閉室の３０分前まで

会　　 場 東京都美術館　企画展示室　（東京・上野公園）

料 金

一般　９００円　（当日券　１，６００円）
※当サービスセンターは、一般券のみの取扱いです。
※身体障害者手帳、愛の手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、
　被爆者健康手帳をお持ちの方とその付添の方 ( １名まで ) は無料
※５／１８（水）はシルバーデーにより、６５歳以上の方は無料。
　当日大変な混雑が予想されます。※いずれも証明できるものをご持参下さい。

申込方法
●窓口販売 ５月２０日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ ５月１３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

生誕３００年記念　若冲展 ホームページ

ルノワール展
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《アンデスメロン》味の宅配便
毎年人気の高い初夏の香りいっぱいのアンデスメロンをＪＡ茨城旭村より皆様のもとへお届けします。

※申し込み締め切り後の口数変更およびキャンセルはできません。
《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…送り先ごとに口数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…「郵便番号・住所・氏名・連絡先電話番号」をお書きください。

ホームページ

商　　 品
アンデスメロン（１箱約５Kg で４～５個入り）
※玉の大きさにより個数が違います

料　　 金
３，７００円（税・送料込）
一般料金４，４００円（税・送料込）

申込口数 １会員２口まで

商品発送
５月下旬（予定）から（天候などにより発送時期は多少
ずれる場合もあります。）

締　　 切 ５月６日（金）午後５時必着

支 払 い 払込票を５月９日頃発送、到着後１週間以内にお支払いください。

小中学校入学祝金
４月に小・中学校へ入学したお子様がいる会員の方に「入学祝金」が給付されますので請求してください。
お子様の家族登録のある対象者には、４月上旬に通知いたしました。

対 象 者
平成２８年３月２日現在会員で、４月１日以降も引続き会員の方。
　　※３月３日以後入会の方は対象外です。
お子様のご両親様が会員のときは、それぞれ請求できます。

請求に
必要なもの

（請求書類 )

①送付した通知書または給付金請求書（利用ガイド２０１６　Ｐ６１）
② 添付書類 ： 就学通知書、在学証明書、健康保険証など、お子様の生年月日の確認ができる

ものいずれか一つ（コピー可）
③請求，受領者（会員）の認印
④代理人による窓口受領の場合、会員証とその方の認印をお持ちください

請求
受領方法

●窓口～請求書類に誤りがなければ、その場で受け取れます。
●郵送～振込先金融口座欄などを記入・署名押印のうえ、ご郵送ください。（ＦＡＸ不可 )

※ ４～５月は申し込みが多いため、振込まで１～２か月ほどの時間をいただく場合があります。ご了承ください。

請求期限 ９月３０日（水）まで　－６か月以内請求－

※シャチハタ印は使えません

スパリゾートハワイアンズ入場券（前期分）が販売中です。今年度より電話での受付販売もしております。

申込方法
● 電話受付、窓口販売もしくはハガキ／ 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（自宅もしくは勤務先）を記入のうえお申込みください。

販売枚数 一会員６枚まで（前期分として）

料　　 金 １枚７００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２８年４月１日（金）～平成２８年９月３０日（金）

そ の 他
●チケット発送後のキャンセル・枚数変更はできません。
●ホテル宿泊を予定している方は直接、施設へ予約ください。
　（利用ガイド２０１６　P ２０参照）

スパリゾートハワイアンズ入場券販売中 ホームページ☎

“日本初”流れるアクアリウムプール  フィッシュゴーランド
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東京ドーム天然温泉スパ ラクーア「平日入館券」前期分を販売

申込み期限 前期分の販売枚数が無くなり次第終了となります。

申込方法
● ハガキ／ＦＡＸ／ホームページに、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。

枚　　数 前期分　　一会員　５枚まで

料　　金
●１枚　１，５００円 （一般料金 ２，６３４円）
　※ 代金は、郵便局で振り込むか、 の窓口でお支払いください。
　　　● 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２８年４ 月１日（金）～９月３０日（金）※チケットの有効期限は、６ヵ月となります。

備　　考

【所在地】 〒１１２ ー 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…８／１２（金）・８／１５（月）
● 深夜割増料…１，９４４円（午前１時から午前６時まで）
● 小学生～１７歳まで　（保護者が同伴。最終入館受付午後３時～午後６時まで利用できます。）
　　　　 　　　　　　  ※小学生は同性の保護者同伴が必要。乳・幼児の入館はできません。
● ヒーリングバーデ…８６４円（税込）（効能の異なる５室の“癒し”のサウナで１８歳から利用できます。）
※ 休館日…４／１１（月）・４／１２（火）※ チケットは随時発送いたします。※ 申し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 ラクーアの平日入館券（前期分）を販売いたします。
どうぞご利用ください。

ホームページ

カード・商品券・回数券　好評販売中 ホームページ

ホームページ

郵送の場合は、代金引換郵便になります。（詳しくは、「利用ガイド ２０１６」５ページをご覧ください。）

種　類 一般価格 販売価格 年度内購入制限

クオカード ５，０００円 ４，７００円 １０枚

足立区内共通商品券 ５，０００円（５００円×１０枚） ４，７００円 １０セット

はるかぜ回数券 新日本観光自動車 ３，０００円（２１０円×１７枚） ２，８００円 １０冊

図書カード ３，０００円 ２，７００円 １０枚

ジェフグルメカード ３，０００円（５００円×６枚） ２，７００円 １０セット

足立区内公衆浴場入浴回数券
（有効期限：平成２８年６月３０日）

５，０６０円（４６０円×１１枚） ４，０００円 ６冊

４月１日から年度内購入制限数が変わっているものがありますので、ご注意ください。

☎

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２９年３月中席期間まで
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日本の伝統芸能“能”“狂言”。興味はあるけどチョット難しそう……というあなたへ！
この能楽鑑賞教室は初心者の皆様にもわかりやすい演目で、解説「能楽の楽しみ」も付いています。
ぜひ、日本の伝統文化に触れてみてください。

国立能楽堂平成二十八年  能楽鑑賞教室

歌舞伎鑑賞教室 「新皿屋舗月雨暈 －魚屋宗五郎－」
２号連続掲載①弾

５月号でも歌舞伎鑑賞教室を
ご案内します！

歌舞伎は観てみたいけれどわかりづらくて……というあなたへおすすめの
歌舞伎鑑賞教室。「歌舞伎のみかた」の解説付きで楽しく鑑賞できます！
来月号でも７月公演『歌舞伎鑑賞教室』をご案内予定です！

ホームページ

開催日時 ６月２１日（火）　開演午前１１：００ 会　　場 国立能楽堂

演　　目

狂言柿山伏　（和泉流）
　　　（シテ・交互出演）三宅右矩ほか

能	 小鍛冶　（観世流）	
　　　（シテ・交互出演）観世喜正ほか

解説　能楽の楽しみ　プログラム・無料配布
募集人員 １０名　※一会員２枚まで
料　　金 正面席　２，０００円（一般料金３，１００円）

申込方法 ハガキ /ＦＡＸ /ホームページにてお申し込みください。イベント名「能楽鑑賞教室」と会員番号・
送付先（自宅または事業所）・氏名・電話番号・申し込み枚数をご記入ください。

締　　切 ４月２６日（火）午後５時必着 通　　知 ５月末頃にチケットを発送します。

ホームページ

開催日時 ６月８日（水）　開演午後２：３０・６月１０日（金）　開演午後７：００
会　　場 国立劇場本館（半蔵門駅徒歩５分）

演　　目

解説「歌舞伎のみかた」片岡秀太郎：監修

　「新皿屋舗月雨暈　－魚屋宗五郎－」
出演：中村橋之助、中村萬太郎、中村宝生、中村梅枝　ほか

募集人員 ２０名　※一会員４枚まで
料　　金 一等席　２，５００円（一般料金３，９００円）

申込方法 ハガキ /ＦＡＸ /ホームページにてお申し込みください。イベント名「歌舞伎鑑賞教室」と希望日・
会員番号・チケット送付先（自宅または事業所）・氏名・電話番号・申込枚数をご記入ください。

締　　切 ４月２６日（火）午後５時必着 通　　知 ５月中旬までにチケットを発送します。

《広告》シアター１０１０
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《広告》はせがわ

❶「Ｆｒｏｍ 」でご案内した事業の申込方法
　右図（トップページ）のア（青枠内）をクリッ
クして、希望の事業を選択しクリックする。

❷コンテンツからの申込方法
　右図（トップページ）のコンテンツの中から
希望事業を選択しクリックする。
例）遊園地フリーパス申込の場合は、イ（赤枠内）

「遊園地フリーパス」をクリックする。

❶❷ともに、希望事業・施設を選択後、希望
枚数を選択→「申し込む」ボタンをクリック
→内容確認→会員情報入力→内容確認→送信
の手順です。

※ 一部事業で専用入力フォームのため、上記手
順と異なる場合があります。

ホームページ  マークのある事業は、 ホームページからお申し込みができます。
 スマホからでもＯＫ

“ ”ホームページからお申込みができます！

ホームページからの申込方法
　足立区　ゆう 検　索

注） 携帯電話に迷惑メール防止などをされている方は
 「yuu-jigyo2@yuu.or.jp」からの自動返信メールを受信できるようにしてください。

ア

イ
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販売期間 それぞれ完売をもって終了 利用期限 平成２９年３月３１日（金）まで
販売枚数 一施設　一会員　５枚まで（年度内）

利用料金 1 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京８００円）

申込方法
●窓口～会員証提示で購入できます
●ハガキ・ＦＡＸ・ホームページ… 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

施 設 名

●ダンロップスポーツウェルネス綾瀬　　☎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）・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
●ご利用は会員と家族のみです。他の人への譲渡はできません。
●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！

体育館・プール利用回数券販売中
区内施設（１３施設）で利用できるお得な回数券を販売します。お好きなときに近隣の各施設でご利用ください。
料　　 金 ４，７００円（１シート　３００円券×２０枚綴り）／一会員５シート（年間）まで
利用期間 通年 ( 利用期限はありません )

利用施設 総合スポーツセンター、スイムスポーツセンター、東綾瀬公園温水プール、千住温水プール、中央本町センター、東和セ
ンター、佐野センター、江北センター、興本センター、伊興センター、鹿浜センター、梅田センター、花畑センター

そ の 他

●ご利用になる施設によって料金が異なります。
●不足分は現金との併用ができます。ただし、現金のおつりはでません。
●破損・汚損の場合、利用できなくなることがありますのでご注意ください。
●購入後のキャンセル、再発行、払い戻しはできません。
●個人利用時のみ使用できます。団体利用では使用できません。

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・枚数・送付先（自宅 or 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。

区内６か所のスポーツクラブが利用できます。施設の詳細は利用ガイドブックをご覧ください。事前に
「 」で利用券をお買い求めのうえご利用ください。

ホームページ

ホームページ
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東京ドーム巨人戦チケット第２弾！

日　　程
６／３ ６／４ ６／５ ６／１４ ６／１５ ６／１６ ６／１７ ６／１８

金 土 日 火 水 木 金 土

対　　戦 日 ハ ム 日 ハ ム 日 ハ ム 楽　　天 楽　　天 楽　　天 ロ ッ テ ロ ッ テ
開始時間 18 時 00 分 14 時 00 分 14 時 00 分 18 時 00 分 18 時 00 分 18 時 00 分 18 時 00 分 14 時 00 分

日　　程
６／１９ ６／２８ ６／２９ ６／３０ ７／５ ７／６ ７／７ ７／８

日 火 水 木 火 水 木 金

対　　戦 ロ ッ テ 中　　日 中　　日 中　　日 阪　　神 阪　　神 阪　　神 DeNA
開始時間 14 時 00 分 18 時 00 分 18 時 00 分 18 時 00 分 18 時 00 分 18 時 00 分 18 時 00 分 18 時 00 分

日　　程
７／９ ７／１０ ７／２９ ７／３０ ７／３１

土 日 金 土 日

対　　戦 DeNA DeNA ヤクルト ヤクルト ヤクルト
開始時間 18 時 00 分 14 時 00 分 18 時 00 分 14 時 00 分 14 時 00 分

日　　程
６／５ ６／１４ ６／１７ ６／２９ ７／６ ７／９ ７／３１

日 火 金 水 水 土 日

対　　戦 日 ハ ム 楽　　天 ロ ッ テ 中　　日 阪　　神 DeNA ヤクルト
開始時間 14 時 00 分 18 時 00 分 18 時 00 分 18 時 00 分 18 時 00 分 18 時 00 分 14 時 00 分

ホームページ

ビームシート・スカイ４　日程表

エキサイトシート　日程表
エキサイトシートのお申し込みは、下記日程より１会員１試合とさせていただきます。

東京ドーム「巨人戦チケット」第２弾の発売です。会員とご家族の皆さまでお楽しみください。

◉ 料　金 Ｅ：エキサイトシート １セット（２席） ２８，０００円 （３塁側 D 列指定席）
Ａ：ビームシート １セット（２席） １２，０００円 （１階・１塁側指定席）
Ｂ：スカイ４ １セット（２席） ６，０００円 （２階・１塁側指定席）
※ 今シーズンは「エキサイトシート」限定２０試合、「ビームシート」２セット、　「スカイ４」１セットの保有です。

◉ 枚　数 同日の試合　一会員１セット（２席）とします。エキサイトシートと重複はできません。

◉ 申込み ①氏名・会員番号　②開催日　③希望の座席名（Ｅエキサイトシート・A ビームシート・B スカイ４）
④チケットの送り先（自宅か事業所）　⑤日中連絡のつく電話番号
※ ご希望の方に「グランド見学会参加券」をさしあげます。枚数に限りがありますので、希望者多数の

場合は抽選となります。

◉ 締　切 郵送・FAX 及びホームページ共　４月２８日（木）　午後５時必着です。

◉ 発　送 ５月上旬の予定

◆随時受付中（先着順）

日  程 ４／６（水） ５／３（火） ５／４（水）
対  戦 阪　　神 広　　島 広　　島

券
種

ビームシート 完売 1 1
スカイ４ 1 完売 完売

開 始 時 間 18 時 18 時 18 時

東京ドーム プロ野球巨人戦チケット（前回募集分）

◉ 料　金
Ａ：ビームシート １セット（２席） １２，０００円（１階・１塁側指定席）

Ｂ：スカイ４  １セット（２席）   ６，０００円（２階・１塁側指定席）

◉ 枚　数 同日の試合　一会員１セット（２席）とします。

◉ 注　意 申込み後のキャンセルや変更はできません。

☎
※ 原稿締切の都合で、受付開始日にチケットの無いものもあります。

●同日試合の重複申込はできません。
　（同日以外の試合は申し込めますが、当選した場合は、すべて購入していただきます。）
●申込が多数の場合は抽選となります。【落選の通知は致しません】
●締切り後の変更やキャンセルはできません。

申し込み
の注意点
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食事チケットの申し込み方法（予約制）
（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、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

利用期間　　平成２８年４月１１日（月）～６月３０日（木）

レストラン名 スーパーブッフェ《グラスコート》　本館２階
券　種 区分 料　金

ディナーブッフェ
（２時間制）

平日

●大人　　４，４００円（通常５，６００円）
●シニア　３，４００円（通常４，５００円）（６５歳以上）
●小学生　２，１００円（通常３，１００円）
●幼児　　１，０００円（通常１，８００円）（４歳～）
　（時間１７：００～２１：３０）

土日
祝日

●大人は平日料金に１，０００円増し
●シニアは平日料金に８００円増し
　（時間１７：００～２２：００）

○常時７０種類以上のお料理とスイーツをご用意、シェフが中央でライブクッキングするブッフェレストランでお楽しみください。
○飲み放題は、２，２５０円（通常２，５００円）で用意します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　除外日：４月２９日～５月８日

レストラン名 中華料理《南　園》　本館２階
券　種 内　容 料　金

ランチコース
（時間 11:30 ～14:00）

飲茶ランチ ２，０００円（通常３，０００円）

ディナーコース
（時間 17:30 ～ 22:00）

（２時間制）

中華料理コース & 飲み放題プラン ５，８００円（通常６，８００円）

◇２名様以上でご利用ください。
◇飲み物：ビール・甕出し紹興酒・ウーロン茶・ノンアルコールビール

○伝統を受け継ぎながらの親しみやすい本格広東料理をお楽しみください。

レストラン名 フレンチ & イタリアン《デュオ　フルシェット》　南館２階
券　種 内　容 料　金

ランチコース
（時間 11:30 ～15:00）

シェフおすすめイタリアン ２，８００円（通常３，８００円）

ディナーコース
（時間 17:30 ～ 22:00）

（２時間制）

イタリアンコース & 飲み放題プラン ５，６００円（通常６，８００円）

◇３名様以上でご利用ください。
◇飲み物：ビール・ワイン（白・赤）・ウーロン茶・オレンジジュース

レストラン名 オールディダイニング《樹　林》　本館２階
券　種 内　容 料　金

スイーツブッフェ
（時間 15:00 ～17:00）

長さ 15m のロングカウンターに
バラエティ豊かなスイーツが勢
ぞろい

２，９００円（通常３，８００円）

●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、季節や仕入れ状況により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。

　京王プラザホテル� 予約先�０３－３３４４－０１１１
新宿区西新宿２－２－１　交通：都営大江戸線「都庁前駅」Ｂ１出口よりすぐ、新宿駅西口（ＪＲ・京王線・小田急線・地下鉄）徒歩５分
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ゆう会員証提示

●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、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。

千代田区永田町２－１４－３　交通： 東京メトロ銀座線・丸の内線「赤坂見附駅」１０番出口より徒歩１分、半蔵門線・有楽町線
 南北線「永田町駅」８番出口より徒歩２分

港区高輪４－１０－３０　　　交通： JR「品川駅」高輪口の信号を渡ってすぐ

レストラン名 《赤坂スクエア　ダイニング》　３階
券　種 区分 料　金

ランチブッフェ
（時間 11:30 ～ 13:00）
（時間 13:30 ～ 15:00）

（９０分制）

平日 ●大人　　　１，８００円（通常２，６００円）
●小学生　　１，０００円（通常１，５００円）

土日
祝日

●大人　　　２，５００円（通常３，６００円）
●グランエイジ　２，２００円（通常３，０００円）
●中学生　　１，９００円（通常２，５００円）
●小学生　　１，０００円（通常１，５００円）

ディナーブッフェ
（時間 17:00 ～ 22:00）

（１２０分制）
通日 ●大人　　　３，６００円（通常５，０００円）

●中学生　　１，９００円（通常２，５００円）
●小学生　　１，０００円（通常１，５００円）

※混雑時は２部制でご案内します。
○グランエイジは６０歳以上になります。　○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、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。

レストラン名 リュクスダイニング《ハプナ》　メインタワー１階
券　種 区分 料　金

ランチ（９０分間・２部制）
①時間 11:30 ～ 13:00
②時間 13:30 ～ 15:00

全日
●大人　　　３，０００円（通常３，８００円）
●中学生　　２，０００円（通常２，８００円）
●小学生　　１，５００円（通常１，８００円）

ディナー（１２０分制）
（時間 17:30 ～ 22:00） 全日

●大人　　　５，０００円（通常６，０００円）
●中学生　　３，２００円（通常３，８００円）
●小学生　　１，６００円（通常１，８００円）

○和洋中の美食の数々をプレミアムブッフェでお楽しみください。　○幼児＝（３歳～未就学）

季節の食材を使用し、バラエティに富んだブッフェを中心に様々なお食事を提供します。

　赤坂エクセルホテル東急 予約先 ０３－３５８０－２３３１

　品川プリンスホテル 予約先 ０３－５４２１－１１１４

利用期間　　平成２８年４月１１日（月）～６月３０日（木）　

利用期間　　平成２８年４月１１日（月）～６月３０日（木）　

浅草ビューホテル　ゴールデンウィーク　バイキング
期　　間 平成２８年５月１日（日）　～　平成２８年５月５日（木）　
会　　場 大宴会場「飛翔の間」　場所：ホテル４階　

時　　間 昼の部 １２：００～１３：４５　
夜の部 １８：００～１９：４５　　　

料　　金 大　人　４，７００円（一般料金５，７００円）
小学生　２，２００円（一般料金２，５００円）

内　 容
●和食・中国料理に加え、ローストビーフ・シェフ一押しの
　パエリアをお楽しみください
●ソフトドリンクフリーです。（アルコールは別料金）
●料金は、税金・サービス料を含みます。

会 員 証 当日は、会員証提示が必要です。

申込方法 予約先　０３－３８４２－２１２７（宴会予約課）へ「足立区勤労福祉サービスセンター」の会員と告げて、
予約してください。　　

支払方法 当日、会員証を提示し料金をお支払いください。※「 」から食事チケットの送付はありません。
交　　通 ●つくばエクスプレス「浅草駅」直結　　●東武スカイツリーライン「浅草駅」徒歩１０分
そ の 他 ●食事チケットは発行しません。　　●駐車場は入庫から３時間まで無料となります。
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星組公演
ＭＵＳＩＣＡＬ『こうもり』…こうもり博士の愉快な復讐劇…

  ショー・スペクタキュラー『THE ENTERTAINER!』

観劇・コンサート
◆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 ４月２５日（月）　〈午後５時必着〉
◆通　　知 当選者の方に５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５／１８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２０１６」P ３４をご覧ください。

ホームページ

ドラゴンクエスト
ライブスペクタクルツアー

コロッケ特別公演
スペシャルゲスト★青木隆治

ミュージカル

　　エリザベート
６／１２（日） １５：３０

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

　　  （一会員２枚まで）

シルク・ドゥ・ソレイユ

『ダイハツ トーテム』東京公演
想像を超えるサーカス・エンターテインメント

６／１９（日）１５：３０ ７／３１（日）１１：００

ＳＳ席大人　１０，０００円
　　　　（一般料金　１３，５００円）
ＳＳ席子供　　　７，０００円

（３歳～小学生）  （一般料金　 ９，５００円）
会場：お台場ビッグトップ
　　　（台場・東京テレポート）
枚数：３０枚（一会員４枚まで）

Ｓ席大人　　７，５００円
　　　　（一般料金　 ９，５００円）
Ｓ席子供　　　６，０００円

（３歳～小学生）  （一般料金　 ７，５００円）
会場：さいたまスーパーアリーナ
　　　（さいたま新都心）
枚数：３０枚（一会員４枚まで）

「トーテム」。それは不可能を可能に
しつづける”人類の進化”をテーマにした壮大な物語。 この夏限定の大冒険！　仲間たちと伝説の旅へ！
※演出機材により、舞台の一部が見づらい席がございます。
※３歳未満のお子様で座席が必要な場合は要チケット。

※演出機材により、舞台の一部が見づらい席がございます。
※３歳未満のお子様で座席が必要な場合は要チケット。

Photos:OSA Images Costumes: Kym Barrett
©2010 Cirque du Soleil ©2015 Fuji Television ©ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved

Ｓ席指定 ９，５００円
　　 （一般料金　１２，０００円）

会場：明治座（人形町・浜町）
枚数：各回２０枚
　　　（一会員２枚まで）

ものまね最強コンビがついに実現！
究極エンターテインメント SHOW!!

出演：コロッケ、青木隆治
　　   佐藤 B 作、山崎銀之丞、水町レイコ、中村メイコ

❶６／１１（土）１６：００
❷６／１２（日）１１：００

S 席指定 ❶１１，２００円 ❷１０，２００円
（一般料金　１３，５００円）
会場：帝国劇場
　　　（有楽町・日比谷）
枚数：各回１０枚
　　　（一会員２枚まで）

❶７／９（土）１２：３０　❷７／１８（月・祝）１７：３０

　 エリザベート　  トート　　　 　 フランツ・ヨーゼフ   ルドルフ　　　  ゾフィー　　　　  ルイジ・ルキーニ

①蘭乃はな　 城田　優　 田代万里生　 京本大我　 香寿たつき　成河
②蘭乃はな　 井上芳雄　 佐藤隆紀　  京本大我　 涼風真世　   成河

かめあり亭落語まつり第２１弾！

「葛飾花菖蒲落語会」

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：２０枚
　　  （一会員２枚まで）

出演：桂　文珍・柳家喬太郎　ほか

６／１８（土）１７：００

© 宝塚歌劇団

ーヨハン・シュトラウス二世 オペレッタ「こうもり」よりー
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ミュージカル

ヨセフと不思議なテクニカラー・ドリームコート

６／５（日）１３：３０

６／２（木）１５：００

６／２３（木）１１：３０

何か いけないことを しましたでしょうか？
と、いう私たちのハナシ。

が～まるちょばサイレントコメディー
JAPAN TOUR 2016

杉良太郎＆伍代夏子
スペシャルコンサート　～夫婦唄～

Ｓ席指定　７，８００円
（一般前売り料金　９，８００円）

会場 :Bunkamura オーチャードホール（渋谷）
枚数：１０枚（一会員２枚まで）

Ｓ席指定　４，２００円
　　　　（一般料金　５，５００円）

会場：天王洲 銀河劇場
　　　（天王洲アイル）

枚数：１０枚（一会員２枚まで）

全席指定　４，６００円
　　　　（一般料金　６，０００円）

会場：紀伊國屋サザンシアター（新宿）

枚数：１０枚（一会員２枚まで）

全席指定　６，０００円
　　　　（一般料金　９，０００円）
会場：三越劇場（三越前）
枚数：１０枚（一会員２枚まで）

ローマ・イタリア歌劇団プッチーニ

「ラ・ボエーム」

ジュリエット・グレコ　ラストツアー

メルシー“Merci!”

6 月新派特別公演

「深川の鈴」 「国定忠治」

全席指定　５，９００円
　　（一般料金　８，６４０円）

会場：東京国際フォーラム ホールＡ
　　　（有楽町・日比谷）
枚数：２０枚（一会員２枚まで）

Ｓ席指定　８，８００円
　　　（一般料金　１１，０００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
　　　（一会員２枚まで）

Ｓ席指定　１６，０００円
　　　（一般料金　２１，０００円）

会場：東京文化会館 大ホール
　　　（上野）
枚数：１０枚（一会員２枚まで）

６／５（日）１５：００

７／２（土）１６：００

６／１９（日）１３：００

６／５（日）１４：００

※未就学児入場不可

※未就学児入場不可

※未就学児入場不可 ※未就学児入場不可

※未就学児入場不可

ウィーン・スペシャル・ガラ
ウィーン・フィル３人の首席奏者による夢の競演

Ｓ席指定　７，８００円
　　　（一般料金　９，８００円）

会場：東急シアターオーブ（渋谷）
枚数：各回１０枚（一会員２枚まで）

ミュージカル界の巨匠　アンドリュー・ロイド＝ウェバーの原点とも言える作品
をアンディ・ブランケンビューラーが演出・振付。ノンストップなダンスと歌で
観客をノリノリの ” 夢の世界 ”へお連れします。

①７/ １６（土）１７：３０　②７/ １７（日）１２：３０
③７/ ２１（木）１３：３０　④７/ ２２（金）１９：００

生演奏・英語上演・日本語字幕付き

出演：波乃久里子、市川月乃助、笠原章、伊吹吾郎　ほか

日本の名作文学とヒーロー活劇の２本立て。
「深川の鈴」は寿司屋を営むお糸と小説家志
望の信吉との繊細な愛。

「国定忠次」では江戸後期に実在した侠
きょうきゃく

客を描きます。

© 田中克佳

©Irmeli jung



16

購入方法 ●ゆうの会員証提示が必要です。
場 所 ●「法人サービスカウンター窓口」（東京ドームシティ　ミーツポート２F）

営業時間 ●午前１０：００～午後７：００

お問合せ ●☎０３ー３８１７ー６３６４

お支払方法 ●現金またはクレジットカード決済（JCB、VISA、MASTER）

申込方法
申込期限

●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・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２８年５月６日（金）午後５時必着
●応募枚数を超えた場合は抽選になります。落選の通知はいたしません。（抽選結果は、５月
　２０日（金）頃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４枚まで（限定２００枚）

販売価格
一般　　　７００円（通常１，０００円）
小中高生　３００円（通常　  ５００円）
※幼児（３歳以上の未就学児）券の取扱いはありません。

有効期限 平成２８年１１月３０日（水）まで

発 送 ５月下旬（予定）

そ の 他

●現地にて入館券と引き換えの上、入館できます。
●各種割引と併用はできません。
●休館日は直接現地にご確認ください。
●いかなる場合でもチケットの再発行はできません。
●前売り券の転売および会員・ご家族以外の方への譲渡は禁止です。

鉄道博物館　前売り券（入館引換券）を発売！
鉄道のまち「さいたま市大宮」のシンボル的存在の鉄道博物館。
会員・家族の皆さまで利用できるチケットを販売します。

写真提供  鉄道博物館

東京ドームシティの施設が利用できる法人
チケットは、現地でご購入できます。
㊟サービスセンターゆうの補助金はつきません。

＊ご購入は、一日各券１０枚までとなります。＊チケットにはすべて有効期限や日時指定がございます。ご確認ください。
＊お客様のご都合による返品・交換・キャンセルは一切お受けできません。＊転売目的でのご購入はお断りします。

法人サービスカウンター取扱い商品

便利です！

商品名 定価相当（円） 会員価格
得１０チケット 最大６, ２００円（相当） ２, ３７０円
東京ドームホテル レストランランチ券 　  ３, ０００円（相当） ２, ６００円
スパ ラクーア入館券
※土・休日および深夜は要割増

　  ２, ６３４円 １, ７５０円

スパ ラクーア　
トリートメント＆ビューティー利用券 　  １, ０００円 　  ９００円

TDC グルメチケット 　  １, ０００円 　９００円
東京ドームビール券 　　　 ８００円 　７２０円

ホームページ


