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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２０１６」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 ※７月の土曜営業は、２３日（９：００～１６：００）です。

 ★ SL に乗って、秩父の里山ランチとふるさと野菜詰め放題★

写真はイメージです

申込みはハガキ／ FAX で下記旅行社に

旅行主催　㈱タビックスジャパン（観光庁長官登録旅行業第１９７号　総合旅行取扱管理者　古川　浩司）

日　 程 平成２８年９月２５日（日） 募　 集 ４０名　＊雨天決行（最少催行　３５名）

発 着 出発：足立区役所 午前８時　　帰着：足立区役所 午後６時４５分頃

コ ー ス
足立区役所前→長瀞→長瀞駅 S Ｌ乗車→秩父駅→秩父・西谷津温泉　宮本の湯（里山ランチ）Ｏ P：入浴
→秩父ふるさと村（とれたて野菜の詰め放題）→道の駅秩父（買物）→関越道・首都高→足立区役所
→北千住（日光街道）

旅行代金
●補助金（会員２, ０００円　家族１, ０００円）が差引かれています。
●代金には、食事代・バス代・SL 自由席乗車券代他が含まれています。( 入浴料別途　７００円 )
●家族は、会員の配偶者・子・実父母となります。（家族登録のある方）
●キャンセル料はすべて補助金なしの料金を基本として旅行会社の基準により算定されます。

申 込 先

●㈱タビックスジャパン　「足立 バスツアー」担当　鈴木
●ハガキ　〒３３０ー０８４６　さいたま市大宮区大門町３ー４２ー５　
●ＦＡＸ　０４８ー６４４ー８７０７　
●ＦＡＸ・ハガキに下記①～⑤を明記してください。
　①旅行名「足立ゆう初秋バスツアー」　②会員番号と氏名　③住所　　
　④日中連絡のつく電話番号⑤すべての参加者氏名と年齢と続柄（会員、家族、関係者）

申込締切 平成２８年７月２９日（金）午後６時必着　　※申込多数は抽選となります。（通知発送８月１２日頃）

問 合 せ ☎０４８−６４４−８２２９　午前９時～午後５時４５分　（担当　鈴木）※お電話での申込みはできません

そ の 他

● この旅行は、㈱タビックスジャパンと参加者個人との契約でおこなわれます。
　( 公財 ) 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、直接旅行会社にお願いします。
● 添乗員は旅行会社の社員となり、ゆう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、中止となり旅行会社から連絡します。

会　員 家　族 関 係 者

大 人（ 中 学 生 以 上 ） ７，２００円 ８，２００円 ９，２００円
小 人（ ４ 歳 ～ 小 学 生 ） ７，２００円 ８，２００円

※交通事情により到着時間に変更あり

あっせん初秋バスツアー

秋到来！そうだ～野菜を食べよう～
をテーマに今回は、郷愁あふれる
SLに乗って秩父を訪ね、とれたて
野菜や地産材料にこだわった里山
ランチを味わうツアーにご案内い
たします。ミニ里山ライフをお楽し
み下さい。

野菜は収穫状況によります
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平成２７年度　事業報告･決算
　５月２０日理事会、６月７日評議員会で、平成２７年度の事業
報告・決算が承認されました。そのあらましをお知らせします｡

事　業　報　告
　生活や暮らしのための事業、趣味や教養の事業、健康・スポーツ、余暇・レジャーなどのさまざま
な事業を実施し、下記のとおり多くのみなさんにご利用いただきました。

１　生活安定事業
　（１）給付金…給付件数　１，７４２件
　（２）生活資金融資あっせん…融資実行　６件 
　（３）クオカード、区内共通商品券など…７,０６２枚、産地直送品９品目　１，２５４件

２　健康維持増進事業
　（１）健康管理…人間ドック利用、健康診断利用補助　１，６９５人、集団健康診断　３６６人
　（２）健康増進…健康ランド利用補助、区内公衆浴場回数券、スポーツクラブなど　１６，６５０件

３　老後生活安定事業
　（１）生活設計支援事業…ライフプランセミナー　７６人参加

４　自己啓発事業
　（１）講座・教室補助…文化教養講座受講補助、資格取得受験補助　１６８件
　（２）生涯学習援助…ＮＨＫ学園、放送大学　７件
　（３） 自己啓発関連… 美術展・展覧会チケット販売　３, ３６４枚、図書カードの販売　３，８１８枚

歌舞伎鑑賞教室・能楽鑑賞教室のチケット販売　６９枚

５　余暇活動事業
　（１）レクリエーション…東京ディズニーリゾート・パーク・ファン・パーティ−　１,６９６人参加
　（２）あっせん日帰りバスツアー利用補助…８３４人参加
　（３）宿泊施設…宿泊施設利用補助　３，４９７件、会員制リゾート施設利用　１３８人
　（４）遊園施設…としまえん、東京ドームシティなど  ２７,１９５件
　（５）各種チケット販売…プロ野球、ジェフグルメカード、映画鑑賞パスポート券など　２２,６４４枚

６　財産形成事業
　（１）加入状況…１６事業所  ７４人

７　生活産業広報紙発行事業
　（１）公社ニュース「ときめき」企画編集発行…月１回　区内各戸配布

８　加入促進事業
　（１）会員加入促進…会員の加入促進事業など

決　　　　　算 　平成２７年度の決算は次のとおりです。

お知らせ
します。

会員からの収入（A）とその他の収入（B）は、会員のための事業の経費（D）に使用しました。

収益 322,018,491 円 費用 333,774,485 円
（A）会員からの会費収入､事業参加収入、
　　 チケット売り上げなど

275,404,445 円
（B）その他（受取利息､手数料収入など）

3,830,883 円

（C）足立区からの補助金収入
42,783,163 円

（D）事業の経費（給付金、利用補助金､
　　 チケットの仕入れなど）

290,949,519 円

（E）人件費、管理運営費
42,824,966 円
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※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対象となりません。

※記念品は足立区内共通商品券又はクオカードから選択

ゆう会員事業所を「公社ニュースときめき」（毎月１日号）
でご紹介します。 足立区全戸配布発行部数 ３２０, ０００部

掲載希望事業所を募集中!!
●掲載対象事業所 概ね従業員の半数以上の方に入会いただいている事業所
●申込方法 へ電話又はＦＡＸにてお申込みください。
●掲載料 無　料　
●掲載紙面の大きさ おおよそ　横２４ｃｍ×縦１０. ５ｃｍ
●掲載内容 事業所の紹介・写真・ の利用状況など。

会員拡大
キャンペーン

現在、 に加入されている事業所で
９月３０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！

会費は月額５００円です。７月加入の場合は１，５００円、８月加入の場合は１，０００円、９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。（１０月以降は半期ごとに、指定の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月からの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。

まだ“ ”に加入していない事業所で新たに加入したい方には「新規入会キャンペーン」を展開中！
足立区内全戸配布の「公社ニュースときめき」７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、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！

７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
８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
９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

日  程 ８／９（火） ８／１０（水） ８／１９（金） ８／２３（火） ８／２４（水） ８／２５（木）

対  戦 DeNA DeNA 阪　神 広　島 広　島 広　島
券
種

ビームシート ２ 1 完売 １ ２ 完売
スカイ４ 1 1 1 完売 １ １

開 始 時 間 18 時 18 時 18 時 18 時 18 時 18 時

日  程 ９／４（日） ９／１６（金） ９／２１（水） ９／２２（木・祝） ９／２３（金）

対  戦 中　日 ヤクルト 中　日 中　日 DeNA
券
種

ビームシート 完売 ２ ２ １ 完売
スカイ４ 1 1 １ １ １

開 始 時 間 14 時 18 時 18 時 14 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）
　　　　　　 ※今シーズンは「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。　◉ 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。

◆７月１５日（金）午前１０時から電話受け付け開始（先着順）します

※エキサイトシートの販売分は完売しました。多くのお申込みをいただきありがとうございました。
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◆ 対 象 ◆ ①「会員と家族」及び ②「その他の家族」のみです。

◆参加費◆

※参加費には「１DAY パスポート料金」と「パーティー参加費」が含まれています。

◆申し込み◆ 下記を参照のうえ専用ハガキ／ＦＡＸ／ホームページでお申し込みください。
★�①の家族の範囲：会員の配偶者・子・実父母です。
　②のその他の家族の範囲：会員の孫、兄弟姉妹です。
　①と②以外の方のお申し込みはできません。同居・別居は問いません。

★会員番号、会員氏名、送付先（自宅 or 勤務先）、参加人数、参加者全員の
『氏名』・『続柄』と『料金区分（大人・中人・小人のいずれか）』を必ず記入。
※専用ハガキ、専用 FAXでのお申し込みの場合、「料金区分」は「年齢」に記入してください。

※ に家族登録がない場合は料金区分①に該当しません。申込前に家族登録をお願いします。

★年齢は開催当日を基準としています。

★３歳以下は無料のため申込の記入は不要ですが、席は用意されませんのでご了承ください。
★東京ディズニーリゾートコーポレートプログラム利用券はご利用できません。
★�申込数を取りまとめてのチケット発注となりますので締切後のキャンセルや変更はできま

せん。
★�申込者多数の場合は、抽選となります。
　　※当選者は ホームページにて８月中旬に発表予定。

◆ 締 切 ◆ 平成２８年８月３日（水）午後５時必着　※申込者多数の場合は抽選となります。

◆ 通 知 ◆ 当選者には当選通知及び請求書を平成２８年８月中旬にお送りします。
パスポートチケット及びパーティー入場券は平成２８年９月上旬の発送を予定しております。
※落選者への通知はいたしません。

料金区分 大人（18 歳以上） 中人（12 歳～ 17 歳） 小人（4 歳～ 11 歳）

① 会員と配偶者・子 ･ 実父母 ６, ０００円 ５, ２００円 ３, ８００円

② 会員の孫・兄弟姉妹 ８, ６００円 ７, ４００円 ５, ５００円

ワンデー
パスポート付き！

開催日	 平成２８年９月２２日
　　　	（木・祝日）
会　場	 東京ディズニーランド
　　　　　　　　　「ショーベース」
時　間	 午前１０：１０～１０：４０
	 （開場は午前９：４０）
募集定員　８５０名
　　　※申込者多数の場合は抽選となります。

東京ディズニーランド
パークファンパーティー

ホームページ

Ⓡ



5

７月２９日までの平日に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．パスポートチケット料金（消費税込み）
「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日ご利用できる チケットです。
大人（１８歳以上） ６，５００円　《通常料金：７，４００円》
中人（中学・高校生　１２～１７歳） ５，６００円　《通常料金：６，４００円》
小人（幼児・小学生　　４～１１歳） ４，２００円　《通常料金：４，８００円》

２．実施期間
２０１６年７月２９日（金）までの土・日・祝日を除く平日のみ
【ご注意】本チケットは、入園制限中のパークではご利用できません。

３．パスポートチケット購入方法
期間中、下記の「パスポート購入申込書」（必要事項をもれなくご記入ください）を、下記のパスポー
ト販売窓口にお持ちいただくと、申込書１枚につき５名様までご購入できます。
※コーポレートプログラム利用券をお持ちの方は、購入申込書と併せてご利用できますので一緒にご提
　出ください。
※ パスポート購入の際、勤務先が確認できる物のご提示をお願いされた場合は の会員証を提示して
ください。
※パスポートを期間外に利用する場合、利用当日の通常料金との差額および変更手数料が必要です。

４．パスポート販売場所
当　日‥‥東京ディズニーランドのチケット販売窓口・東京ディズニーシーのチケット販売窓口
前売り‥‥下記一覧で販売中

東京ディズニーリゾート・チケットセンター（イクスピアリ内１Ｆ）、東京ディズニーランド 
（ゲストリレーション･ウィンドウ）、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 
【コーポレートプログラム利用券取扱い店舗】（渋谷公園通り店、池袋サンシャインシティアルパ店、
お台場アクアシティ店、町田１０９店、八王子東急スクエア店、昭島モリタウン店、横浜そごう店、
ららぽーと横浜店、藤沢さいか屋店、船橋ららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ店、大宮アルシェ店、羽生
イオンモール店、川口アリオ店、越谷イオンレイクタウン店）

５．その他　申込書の注意事項をよくお読みください。

◆他人への譲渡、ネットオークションなどでの転売は禁止です！

２０１６ 第２回 東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム
サンクス・フェスティバルのご案内
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開催日時
７月１６日（土）～８月２８日（日）
午前９時３０分～午後４時３０分（最終入場　午後４時まで）
※期間中無休

会　　 場
幕張メッセ国際展示場　展示ホール１０・１１

（海浜幕張駅下車徒歩約５分）

料 金

●大人（中学生以上）１, ０００円
　　 （一般前売料金　１，４００円）
●小人（３歳～小学生）　 ５００円
　　 （一般前売料金　  　７００円）
※２歳以下無料　※身障者及び同伴者は１名無料

申込方法

●一会員５枚まで
●窓口 ８月２７日（土）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ ８月１８日（木）午後５時必着
●会員番号・会員氏名・イベント名・枚数（大人・小人）・送付先（自宅 or 勤務先）
※申込後のキャンセル・変更はできません。

夏休み・科学イベントの決定版！全長４０ｍの巨大人体が初登場！

                   からだのひみつ大冒険 DX
アメリカでベストセラーとなった絵本「Grossology（グロッソロジー）」

「きたないもの学」を通して“からだの中のきたないもの”から自分のからだの大切さを学べます。

ホームページ

開催日時
７月２２日（金）～８月２８日（日）
午前１０時～午後５時３０分（最終入場午後５時まで）

会　　 場 池袋・サンシャインシティ文化会館４Ｆ 展示ホールＢ
（東京メトロ有楽町線　東池袋駅徒歩３分）

料 金
大人（中学生以上）  １,１００円（当日券　１, ９００円）　 
子供（３歳～小学生）　６００円（当日券　１, ３００円）
※２歳以下は無料

申込方法

● 一会員５枚まで
● 窓口販売 ８月２７日（土）まで
● ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ ８月１９日（金）午後５時必着
※ハガキ／ＦＡＸ／ホームページでの申込みは、会員番号・会員氏名・イベント名・
　枚数（大人／子供別）・送付先（勤務先 or 自宅）　を明記してください。
※申込後のキャンセル・枚数変更はできません。

そ の 他

●ライブステージは全席指定です。会場入場前に指定席券をお受取りください。１枚につき座席１席と引
　換えとなり、　各回定員になり次第、締め切りとなります。
●ライブステージでのフラッシュ撮影および動画撮影はお断りします。
●ベビーカーでの入場はご遠慮ください。

ホームページ

歴代ウルトラマンシリーズの世界観に飛び込める「ライブステージ」や「展示造作物」の数々。
三世代に渡って楽しめる企画が盛り沢山！ウルトラマンシリーズ放送開始５０年を迎えた今夏
のウルフェスは絶対見逃せない！

チケット販売中！

© 円谷プロ

キョーリン製薬グループpresents
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期 間 １０月１０日（月・祝）まで

時 間 １９：１５ 竹芝客船ターミナル出航 ～ 東京湾周遊 ～ ２１：００ 竹芝客船ターミナル着

料 金
●大人　２，０００円 （一般料金　２，６００円）
●中・高校生　７００円 （一般料金　１，０５０円）
●小学生　３００円 （一般料金 　５５０円）　一会員６枚まで

販売期間
●窓口　１０月６日（木）まで
●ハガキ／ FAX ／ホームページ　９月３０日（金）午後５時必着
　※ 申込・購入後のキャンセル・払戻はできませんので、必ず東海汽船に予約してからお申込みください。

そ の 他
●チケット注文時、「予約番号【通常の予約の場合】」もしくは「パーティープラン予約【パ
　ーティープランの予約の場合】」および「予約日【いずれの場合も必須】」を必ず記載・入
　力してください。

毎年大好評!! 東京湾納涼船チケット販売中！
５，０００t クラスの大型客船で東京湾をクルージングしながら、美しい夜景とお食事、そして音
楽やダンスなどで、楽しい夏のひとときを過ごしていただける「東京湾納涼船」をご家族、グルー
プで楽しんでみませんか？生ビール・ワイン・サワー・ソ
フトドリンク飲み放題（フード類は別途料金）です。ゆか
た着用割引等、他の割引サービスとの併用はできません。「足
立区勤労福祉サービスセンター」の会員であることを告げ、
東海汽船０３（３４３７）６１１９に予約後（乗船日の１
か月前から可）、 に申し込んでください。

ホームページ
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港区台場２−６−１　
ゆりかもめ台場駅直結、臨海副都心線東京テレポート駅より徒歩１５分

※料金は、税・サービス料を含みます。※追加オーダーのお料理やお飲物については 10％引きとさせていただきます。

写真はイメージです

スターロード ル・ブーケ 楼蘭・彩虹

利 用 期 間 平成２８年７月１１日（月）～ ９月３０日（金）
●３０階　　スカイラウンジ　スターロード 予約先　０３－５５００－６６０５
ラ
ン
チ
ブ
ッ
フ
ェ

平　日 大人（中学生以上） ２，６００円（通常４，２９０円 )
 ７～１２歳 １，３００円（通常２，０６０円 )
 ４～ ６歳  １，１００円（通常１，５５０円 )

時　間　１１：３０～１５：００
　ソフトドリンク付（酒類は別途）
　≪飲み放題特別料金≫￥１，５００（通常２，５８０円）

土日祝日 大人（中学生以上） ３，２００円（通常４，８９０円 )
 ７～１２歳 １，８００円（通常２，５８０円 )
 ４～ ６歳  １，１００円（通常１，５５０円 )

ディナー
特別コース 全　日　７，２００円（通常９，０００円 ) 時間　１７：３０～２３：００（最終入店　２１：００）

飲み物は別途となります。≪飲み放題特別料金≫￥２，０００（通常２，５８０円）

利 用 期 間 平成２８年７月１１日（月）～ ９月３０日（金）
●２階　　スーパーダイニング　ヴェルデュール 予約先　０３－５６１１－５６７０

●２階　　ロビーカフェ　　ル・ブーケ 予約先　０３－５５００－６６０４

ランチ
ブッフェ

大　人
（中学生以上）

平日　　　１，５００円（通常２，６９０円 )
土日祝日　２，１００円（通常３，５２０円 ) 時間　１１：３０～１５：００

　ソフトドリンク付（酒類は別途）７～１２歳 全日　　　１，０００円（通常１，５５０円 )
４～６歳 全日　　　　　７００円（通常１，０３０円 )

ディナー
ブッフェ

大　人
（中学生以上）

平日　　　３，１００円（通常４，５４０円 )
土日祝日　３，７００円（通常５, ２２０円 ) 時間　１７：３０～２１：３０

　ソフトドリンク付（酒類は別途）７～１２歳 全日　　　１，７００円（通常２，５８０円 )
４～６歳 全日　　　１，０００円（通常１，５５０円 )

●２階　　台場楼蘭 予約先　０３－５５００－６６０８

ランチコース 雅 全日　３，２００円（通常   ５，０００円 ) 時間　月～金　１１：３０～１４：３０
　　　土日祝日１１：３０～１５：３０

ディナーコース 彩虹 全日　７，７００円（通常１０，０００円 ) 時間　１７：３０～２１：００　ワンドリンク付

●銀座コア１０階　　銀座楼蘭 予約先　０３－３５７５－０７８７
ランチコース 宋梅 全日　３，２００円（通常   ５，３００円 ) 時間　１１：００～１６：３０（ＬＯ）　　
ディナーコース 彩虹 全日　７，７００円（通常１０，０００円 ) 時間　１７：００～２１：００（ＬＯ）ワンドリンク付

ランチブッフェ（９０分制） ディナーブッフェ（９０分制）

平　日　　　　　大　人 １，９３０円 （通常　２，７００円）
　　　　　　　　シニア １，６６０円 （通常　２，４００円）
　　　　　　　　子　供 ６７０円 （通常　１，３５０円）

平　日　　　　　大　人 ２，２８０円 （通常　３，２００円）
　　　　　　　　シニア ２，０１０円 （通常　２，９００円）
　　　　　　　　子　供 ８４０円 （通常　１，６００円）

土日祝日　　　　大　人 ２，２８０円 （通常　３，２００円）
　　　　　　　　シニア ２，０１０円 （通常　２，９００円）
　　　　　　　　子　供 ９４０円 （通常　１，６００円）

土日祝日　　　　大　人 ３，３６０円 （通常　４，４００円）
　　　　　　　　シニア ３，０９０円 （通常　４，１００円）
　　　　　　　　子　供 １，３８０円 （通常　２，２００円）

◆シニア…６５歳以上、　子　供…４～１２歳、　３歳以下は無料　◆除外日　７／３０のディナー

●２４階　　スカイツリービューレストラン＆バー　簾（れん） 予約先　０３－５６１１－５５９１

ランチ スカイツリー
　　ビュー弁当

アニバーサリー  ５，２８０円 （通常 ６，５３４円） 
除　

外　

日

　　 ７／３０のディナー

むさし  ４，２１０円 （通常 ５，３４６円） 
すみだ  ３，１４０円 （通常 ４，１５８円） 

ディナー 日本料理会席
粋（いき）  １０，０９０円 （通常 １１，８８０円） 
雅（みやび）  ７，９５０円 （通常 ９，５０４円） 
錦（にしき）  ６，３４０円 （通常 ７，７２２円） 

墨田区錦糸１−２−２　交通・ＪＲ錦糸町駅北口徒歩３分・東京メトロ半蔵門線錦糸町駅３番出口徒歩３分
《ヴェルデュール》では、和・洋・中・デザート４０種類以上のお料理をブッフェスタイルでお楽しみいただけます。
また、２４階のスカイツリービューレストラン《簾》は、日本の粋と雅を感じさせる創作料理をご堪能いただけます。

東武ホテル　レバント東京

グランドニッコー東京台場
（旧ホテルグランパシフィック LE DAIBA）

●料金は、税・サービス料を含みます　　●全席禁煙となります。　　●食事チケットに含まないお料理やお飲物の追加は、 会
員証提示により１０％引きになります。　 ●食材の都合により予告なくメニューが変わる場合があります。

時間
11：30 ～14：30

時間
17：30 ～ 21：00

時間
11：30 ～15：00

時間
17：30 ～ 21：00

食事チケットの申し込み方法 （一会員各施設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
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期　　 間 平成２８年８月８日（月）　～　平成２８年８月１６日（火）　

会　　 場 ホテル４階　大宴会場「飛翔の間」

時　　 間
昼の部 １２：００～１４：００　　※８月１５日（月）、１６日（火）の昼は開催なし

　　　　　　　　　　　　　※８月　８日（月）、１０日（水）は１２：００～１４：３０

夜の部 ①１７：００～１９：００　②１９：３０～２１：３０

料　　 金
大　人　４，９００円（一般料金　５，９００円）
小学生　２，３００円（一般料金　２，６００円）
※未就学児無料

内　　 容
●料理は、和洋中のミックスバイキングです。
●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
① 予約先　０３−３８４２−２１２７（宴会予約課 受付時間：１０：００～１８：００）へ
　「足立区勤労福祉サービスセンター」 の会員と告げ予約してください。

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。

ハワイアンミュージックとフラダンスをご覧いただきながら「サン！サン！バイキング」をお楽しみください。

食事チケット　ご案内中です
●ホテルオークラ東京ベイ　　～平成２８年９月３０日詳しくは「From 」６月号をご覧ください。

浅草ビューホテル　サン・サン・バイキング「ハワイアンフェア」ゆう会員証提示

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時～午後７時

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）

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 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
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「梨」

商 品 「梨」　幸水　　規格・特秀　５kg 箱詰め

料 金
（Ａ）特秀３Ｌ（５Ｋｇ）・1 ３～ 1 ６個入　２，８００円（一般料金　３，８８０円）
（Ｂ）特秀４Ｌ（５Ｋｇ）・1 ０～ 1 ２個入　３，０００円（一般料金　４，２００円）
（Ａ）・（Ｂ）とも送料・税込

申込口数 （Ａ）・（Ｂ）あわせて１会員２口まで

商品発送 ８月下旬から（予定）天候等により多少前後します。

締 切 ８月２日（火）午後５時必着

支 払 い ８月５日（金）頃に送付する払込票にて、到着後１週間以内にお支払いください。

味の宅配便
「福島の梨をお届けします」

みずみずしい果肉、上品な甘さ、程よい酸味の梨です。

《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…「郵便番号・住所・氏名・連絡先電話番号」をお書きください。

「MOVIX 亀有（アリオ亀有アリオモール３Ｆ）」をはじめ、ＭＯＶＩＸ各館で
ご利用できる大変便利な映画鑑賞用の「MOVIX 特別団体鑑賞券」を発売いたします。
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

●一会員５枚まで

●申込期限　平成２８年７月２５日（月）午後５時必着
● ハガキ／ＦＡＸ／ホームページで会員番号・会員氏名・チケット名・枚数・送付（自宅 or

勤務先）を明記のうえお申込みください。
●募集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。
　 ※当選結果は、７／２８以降にホームページをご覧いただくかお問合せください。
　 ※当選された方には、チケット・振込用紙を郵送いたします。
●申込み締切り後のキャンセル・枚数変更はできません。

募集枚数 ５００枚（申込み多数の場合は抽選となります。）

販売価格 １ 枚　１, １００円（会員特別価格）

有効期限 平成２８年８月１日（月）から平成２９年１月３１日（火）まで

発　　 送
当選された方は、７月２９日（金）頃にチケットと一緒に送付する振込票にて、
到着後 1 週間以内にお支払いください。

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。
●試写会や貸切り上映などの特別興行にはご利用できません。
●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。

＜利用可能劇場＞
　全国のＭＯＶＩＸ劇場、新宿ピカデリー、丸の内ピカデリー、神戸国際松竹、東劇、全国のイオンシネマ

映画鑑賞券「MOVIX 特別団体鑑賞券」を発売！ ホームページ

ホームページ
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カード・商品券・回数券　好評販売中 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２９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。

☎

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 ８００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　　●リリオセントラルフィットネスクラブ　
●セントラルウェルネスクラブ西新井　　
●セントラルフィットネスクラブ竹の塚　　●ゴールドジム北千住東京
●朝日スポーツクラブ〔BIG-S 竹の塚〕 残数僅少のため要問合せ

そ の 他
●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

区　分 特別料金 一般料金

大人（高校生以上）２，０００円 ２，８００円

小人（４歳～中学生）１，０００円 １，４００円

鴨川シーワールド　８月感謝月間のお知らせ
 

●有効期間：８月１日（月）～３１日（水）
●下記の優待券を切り取って入園窓口へお持ち下さい。
● 当センターの「レジャー施設利用補助券」も合せて利用しますと、
特別料金からさらに４００円割引！

鴨川シーワールド　感謝月間のお知らせ
期間限定で通常の割引より更にお得な料金でお楽しみいただけます！
●期間：平成２８年８月１日（月）～８月３１日（水）

公益財団法人　足立区勤労福祉サービスセンター

入園料金 大人（高校生以上） ２，０００円×　　　　名
 小人（４歳～中学生） １，０００円×　　　　名
＊この利用部分を切り取り、ご利用人数を記入の上、窓口にご提出ください。
＊この用紙１枚で５名様までご利用いただけます。

ホームページ：www.kamogawa-seaworld.jp

コピー可 ･利用補助券併用可
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ダ　リ　展

生誕１７０周年 エミール・ガレオルセー美術館特別協力

ホームページ

ホームページ

詩的に、幻想的に、象徴的に、独自の世界を創造したエミール・ガレ。
国内有数を誇るサントリー美術館のガレ・コレクションから選りすぐりのおよそ１００件を一堂に会すると
ともに、国内の未発表作品約２０件を公開します。また、オルセー美術館の特別協力により、日本初出品と
なるガラス器や貴重なデッサン類約４０件をご覧いただけます。
詩情豊かな光と影、ガレ・ワールドの醍醐味をお楽しみください。

花器「フランス菊」
エミール・ガレ 1881-85 年頃
サントリー美術館（野依利之氏寄贈）

脚付杯「蜻蛉」
エミール・ガレ 1903-04 年
サントリー美術館　

サルバドール・ダリ《子ども、女への壮大な記念
碑》1929 年、国立ソフィア王妃芸術センター蔵
Collection of the Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofia, Madrid
©Salvador Dali, Fundació Gala-Salvador Dali, 
JASPAR, Japan, 2016

開催日時

● ６月２９日（水）～８月２８日（日）
● 開館時間　午前１０時 ～ 午後６時
　 （金・土、および７/ １７、８/ １０は午後８時まで）
　　※いずれも入館は閉館の３０分前まで

休館日　毎週火曜日（８/ １６は開館）

会 場 サントリー美術館（東京ミッドタウン　ガレリア３Ｆ）

料 金
一　般 ７００円 （当日券 １，３００円） 
※中学生以下無料
※障がい者手帳をお持ちの方は、ご本人と介護の方１名様のみ無料

販売期間
● 窓口販売 　　　　　　　　　８月２６日（金）まで
● ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ　８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

２０世紀美術を代表する芸術家として幅広い世代に人気のあるサルバドール・ダリ。
１９２９年のデビュー以来、シュルレアリスムを代表する画家として、また、現代アーティストの先駆けとして、
今日でも全世界の多くの人々を魅了して止まない芸術家です。
我が国では約１０年ぶりの回顧展となる本展は、油彩のほかドローイング、オブジェ、ジュエリー、書籍、映
像など約２００点の多様な作品で構成する日本では過去最大規模のダリ展です。

開催日時

９月１４日（水）～１２月１２日（月）　午前１０時 ～ 午後６時
毎週金曜日は午後８時まで。
ただし、１０/ ２１( 金 )、１０/ ２２( 土 ) は午後１０時まで
※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）

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
※９／１７（土）～１９（月・祝）は、高校生無料観覧日（要・学生証提示）
※ 障害者手帳をお持ちの方と付添の方１名は無料

販売期間
● 窓口販売 　　　　　　　　　１２月１０日（金）まで
● ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ　１２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
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ピーターラビット 展ビアトリクス・ポター   生誕 150 周年
TMTM

世界中の人々を今なお魅了し続ける「ピーターラビット」の世界。その愛すべき主人公達の生みの親、ビアトリ
クス・ポターが今年生誕１５０年を迎えます。絵本作家にとどまらない生き方や活動で、一人の女性として時代
を切り開いた彼女の人生をたどりながら、『ピーターラビットのおはなし』（私家版）の原画やスケッチ、思い出
の品々を日本でお披露目する貴重な機会となります。

ホームページ

開催日時
８月９日（火）～１０月１１日（火）＊会期中無休
● 午前１０時～午後７時（入館は午後６時３０分まで）
　 毎週金・土曜日は午後９時まで（入館は午後８時３０分まで）

会 場 Bunkamura ザ・ミュージアム（渋谷・東急本店横）

料 金

一　般　　　　　　８００円（当日券 １，４００円） 
大学生・高校生　　５００円（当日券 ９００円） 
中学生・小学生　　２００円（当日券    ６００円）
※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。

販売期間
● 窓口販売 　　　　　　　　　１０月　７日（金）まで
● ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ　　９月３０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

チケット名 開催日程 販売期間 詳細

ルノワール展 ８月２２日（月）まで 窓口　～８／１９まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～８／１２ From ４月号

西洋更紗
トワル・ド・ジュイ展 ７月３１日（日）まで 窓口　～７／２９まで

〒／ＦＡＸ／ホームページ　～７／２２ From ５月号

ヴェネチィア・ルネサンスの巨匠 ７月１３日（水）～
１０月１０日（月・祝）まで

窓口　～１０／７まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～９／３０ From ６月号

海のハンター展 ７月　８日（金）～
１０月　２日（日）まで

窓口　～９／３０
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～９／２３ From ６月号

☆☆「美術展チケット」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なれません。

スパリゾートハワイアンズ入場券（前期分）が販売中です。　

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９月３０日（金）まで

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

ビアトリクス・ポター
《『ベンジャミン バニーのおはなし』
の挿絵のための水彩画》
英国ナショナル・トラスト所蔵

©Frederick Warne&Co.,2016
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『エリザベート-愛と死の輪舞（ロンド）』

『頭痛肩こり樋口一葉』

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 ７月２５日（月）　〈午後５時必着〉
◆通　　知 当選者の方に８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８／１５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 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。詳しくは利用補助「 利用ガイド２０１６」P ３４をご覧ください。

ホームページ

わらび座　舞楽詩「風の又三郎」

Ｓ席指定　❶６，５００円　❷７，０００円
　　　（一般料金　８，６００円）

会場：シアタークリエ
         （有楽町）
枚数：各回１０枚
             （一会員２枚まで）

Ｓ席指定　９，５００円
　　　（一般料金　１３，０００円）

会場：明治座（人形町・浜町）
枚数：各回１０枚
         （一会員２枚まで）

全席指定　９，４００円（一般料金　１１，８００円）

会場：シアター１０１０（北千住）
枚数：各回１０枚（一会員２枚まで）

明治座９月公演

おたふく物語

S 席大　人　８，８００円
　　　（一般料金　１０，８００円）

S 席子ども　４，２００円
　　　（一般料金　　５，４００円）
＊子ども＝公演当日３歳以上、小学校６年生以下

会場：JR 東日本アートセンター
　　　四季劇場【春】（浜松町）
枚数：５０枚（一会員４枚まで）

雪まろげ

❶８／１６（火）１８：３０　❷８／２０（土）１８：３０

９／２４（土） １５：３０ ９／１８（日）１３：００

９／２２（木・祝）１４：００

❶９／１７（土）１６：００　❷９／１８（日）１１：３０

❶９／２４（土）１７：００　❷９／２５（日）１２：００

森光子の名舞台復活。高畑淳子、榊原郁恵、的場浩司
ほかが演じる、温泉芸者たちの笑いと涙の人情喜劇。

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）

全席指定大人　　　 ２，３００円（一般料金　３，５００円）

全席指定高校生以下　 １，０００円（一般料金　１，５００円）

会場：ギャラクシティ
西新井文化ホール（西新井）
※未就学児入場不可

枚数：１０枚
　　　（一会員４枚まで）

三井住友 VISA カード　ミュージカル

東宝・こまつ座提携特別公演

生誕120周年を迎えた宮沢賢治の作品を舞台化。伝統芸能や
和洋楽器の演奏を取り入れたパフォーマンスをお楽しみください！

上演１００００回を超えて、日々新しい感動体験が待っています。©宝塚歌劇団
photo�by�Junko�KAWABATA

いつの時代も変わらぬ仕合わせを求めて全ての人に捧げる、
井上ひさし評伝劇ファンタジー。

健気な姉妹に腕の良い彫金家。江戸の
下町に暮らす庶民を描いた山本周五郎
の愛と人情物語。

宙組公演

ライオンキング
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帝劇９月ジャニーズ公演

 

ブロードウェイミュージカル

「スウィート・チャリティ」

連載４０周年特別企画
舞台版「こちら葛飾区亀有公園前派出所」

劇団　飛行船

ピーターパン

❶９／１０（土）１８：００　❷９／１５（木）１９：００

出演：ウィレマイン・フェルカイック、ロベール・マリアン、マット・ローラン他
「アナと雪の女王」オランダ語・ドイツ語版のエルサ役の声を務めたウィ
ルマイン・カイックをはじめとする海外ミュージカルスターが登場します。

出演：知英／平方元基 坂元健児 黒須洋壬／原田薫 ジェニファー／岡幸二郎　ほか
Photo by LESLIE KEE

Photo：Darren Bell

luca di bartolo

１０／１（土）１２：００

９／１７（土）１３：００

９／３（土）１３：００

９／９（金）１４：００

「ＴＯＭＯＭＩ ＫＡＨＡＲＡ ＣＯＮＣＥＲＴ ＴＯＵR 2016
～君がそばで～」

「シネマ・ミュージカル・コンサート」

Ｓ席指定　７，６００円   （一般料金　９，５００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）

Ｓ席指定　❶７，５００円    ❷８，０００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
　　　（一会員２枚まで）
※未就学児入場不可

アントニオ・ガデス舞踊団

秋川雅史　コンサートツアー

Ａ席指定　８，０００円
　　　　 （一般料金 ８，０００円）※定価での販売となります。

会場：帝国劇場（有楽町・日比谷）
枚数：２０枚（一会員２枚まで） 

全席指定　❶５，５００円　❷５，０００円
　　　（一般料金　６，８００円）
会場：AiiA 2.5 Theater Tokyo（渋谷）
枚数：各回１０枚（一会員４枚まで）

Ｓ席指定　２，０００円
　　（一般料金　３，０００円）
＊3 歳以上有料
　（2 歳以下は無料。ただし席が必要な場合は有料。）

会場：文京シビックホール　大ホール
　　　 （水道橋・春日）
枚数：３０枚（一会員４枚まで）

全席　５，０００円
　　（一般料金　６，５００円）

会場：関内ホール　大ホール
　　　（関内）
枚数：１０枚
　　　（一会員２枚まで）

全席指定　５，５００円
　　（一般料金　６，８００円）
会場：ＮＨ K ホール
　　　（渋谷）
枚数：１０枚
　　　 （一会員２枚まで）

Ｓ席指定　１０，０００円
　　（一般料金　１２，５００円）
① A プロ「血の婚礼」/「フラメンコ組曲」
② B プロ「カルメン」
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）
※未就学児入場不可

出演：華原朋美 予定曲目：千の風になって ほか

❶９／１７（土）１７：００   ❷９／１９（月・祝）１３：００

❶９／９（金）１９：００　❷９／１１（日）１４：００

※未就学児入場不可

※未就学児入場不可

※子ども料金の設定は有りませんがお子様もご入場できます。（要チケット）

 10 年ぶりの舞台版「こち亀」。
 笑い満載、ハラハラ、ドキドキの大舞台！
 ご家族そろってお楽しみください！
脚本・演出：ラサール石井
出演：ラサール石井／ユージ　原 幹恵／池田鉄洋／
　　　生駒里奈（乃木坂 46）ほか

（C）秋本治・アトリエびーだま／集英社
（C）舞台版「こちら葛飾区亀有公園前
　　派出所」製作委員会 2016

８／２７（土）１７：３０

作・構成・演出：ジャニー喜多川
出演：玉森裕太・千賀健永・宮田俊哉 他

すてきなことを思ってごらん・・・。とんでいけるよ　ネバーランドへ！！
別世界へはいりこんだようなイリュージョン、まばゆいばかりのイ
ルミネーションが舞台上に広がります。

お人よしで男運のないチャリティは、ある時出会った
真面目な会計士オスカーに、自分がダンスホールで
働いていると言えず、小さな嘘をついてしまう…。
原案：ボブ・フォッシー
上演台本・演出・振付：上島雪夫
音楽監督：玉麻尚一 スペインが生んだ偉大な舞踏家、アントニオ・ガデス生誕 801周年。

ガデスの美学と実力を受け継ぐ名門舞踊団、7 年ぶり待望の来日！！

華原朋美
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開催日時 ８月１０日（水）～８月２５日（木）
会　　 場 東京ドームシティ　プリズムホール
開催時間 午前１０時～午後５時（最終入場午後４時３０分まで）

料 金
大人（中学生以上） １, ４００円 （一般自由席券付前売券　１，９００円） 
子供（３歳～小学生） １, １００円 （一般自由席券付前売券 １，６００円）
※２歳以下無料

申込方法

● 一会員５枚まで
● 窓口販売 ７月２９日（金）まで
● ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ ７月２５日（月）午後５時必着
● 会員番号・会員氏名・イベント名・枚数（大人・子供）・送付先（自宅・勤務先）
● 申込後のキャンセル・枚数変更はできません。

そ の 他 ● スーパーステージは１日４公演ですが、座席に限りがありますので、混雑時は立ち見もしくはご希望の日時に
観覧できない場合があります。（※８／１８・１９、２２～２４は３回公演）

仮面ライダー × スーパー戦隊　Ｗヒーロー夏祭り２０１６ ホームページ

大人気放送中の「仮面ライダーゴースト」「動物戦隊ジュウオウジャー」が会場に登場!
仮面ライダースーパーステージでは、お父さんが胸を焦がした伝説の仮面ライダーも集結!!
Ｗヒーロー夏祭り２０１６で元気に遊んで、暑い夏を過ごそう!

今月号に『夏季プール利用補助券』が同封されています。
以下の施設でご利用ください！

© 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映 AG・東映ビデオ・東映

《広告》はせがわ

ゆうえんち夏の利用補助案内

※利用補助券は、一会員６枚つづりで、会員と家族が利用できます。
　ご利用の際は、利用補助券の裏側の利用上の注意をよくお読みください。
　なお、利用補助券の追加発行および再発行はできません。


