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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 ※10月の土曜営業は、２２日（９：００～１６：００）です。

日　 程 平成２８年１２月１７日（土） 募集人数 ８０名　（最少催行人数３５名　雨天決行）

時　 間 出発：足立区役所前 午前１０時
帰着：足立区役所前 午後６時５０分頃　※交通状況により到着時間に変更あり。

旅行代金

《会　員》 ６，５００円　　《家族》大人 ７，５００円（中学生以上）　　４歳～小学生 ７，０００円　
《関係者》 大人 ８，５００円（中学生以上）　　４歳～小学生 ８，０００円　
◦４歳未満のお子様は無料となりますが、座席が必要な場合は、参加申込みの際、その旨ご記入ください。
◦旅行代金会員２,０００円、家族１,０００円の補助金が差し引かれています。
◦家族対象は、会員の配偶者・子・実父母です。
◦キャンセル料は補助金差し引き前の旅行代金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、駐車場含む）、昼食代、入場料、諸費用を含みます。

コ ー ス 足立区役所前→大黒PA( 休憩 )→三菱みなとみらい技術館→横浜中華街（昼食・散策・買物）
→横浜赤レンガ倉庫（散策・買物・イルミネーション）→足立区役所→北千住付近（日光街道）

申込方法

〒１００ー００１３　東京都千代田区霞が関３−３−２　名鉄観光サービス㈱
「足立ゆうバスツアー」係　担当　今井　栄治　　　　　　　FAX ０３−３５９５−１１１９
・ハガキ・ＦＡＸで下記①～⑥を明記のうえ「申込先」へ送付してください。
①旅行名「足立ゆうツアー」　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２８年１０月３１日（月）必着
※申込み多数の場合は抽選となります。結果及び詳しい旅行条件は１１月中旬頃に郵便にてご連絡をします。

お問合せ ☎０３−３５９５−１１２２　※平日午前９時～午後６時　担当：今井 栄治（電話でのお申し込みはできません）
◦�この旅行は、名鉄観光サービス株式会社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旅行会社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。この場合から実施日の１０日前までに連絡いたします。

あっせん「冬のバスツアー」 お申込みは　ハガキ／ＦＡＸで下記旅行社に

フカヒレランチコースと横浜クリスマスイルミネーション

◇旅行企画・実施：観光庁長官登録旅行業第５５号　総合旅行業務取扱管理者　岸浪　純

写真はイメージです。＠amanostudio

100 万ドルの夜景と美食の街“横浜”！
「三菱みなとみらい技術館」で日本
の最先端技術に触れ、中華街ではフ
カヒレスペシャルランチを堪能して
いただきます。そして、赤レンガ倉
庫街でこの季節必見の華やかなクリ
スマスイルミネーションをたっぷり
とお楽しみください。
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ゴルフ練習場回数券・プリペイドカードの販売 ホームページ

施設名 所在地・電話 一般価格 会員価格 販売枚数

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 １６０枚

ロッキゴルフセンター 足立区六木２−２−２２
☎�３６２８−０１００

プリペードカード
５，４００円（５，５００円分)

４，４００円 １００枚

申込方法 ハガキ／ FAX／ホームページで会員番号、氏名、施設名、枚数、
送付先（自宅or 勤務先）を明記の上、お申込みください。

枚　　数 各施設　一会員７枚まで　（施設名と希望枚数をお忘れなく）

締 　 切 １０月２８日（金）午後５時必着

発送予定 １１月中旬

利用期間 平成２９年３月３１日（金）まで

申込方法
●ゆう窓口～直接購入
●電話／ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ～チケット名・会員番号・氏名・枚数
　送付先（自宅もしくは勤務先）・連絡先を記入のうえお申込みください。

販売枚数 一会員　後期分　６枚まで

料 金
１枚７００円（一般料金　３，２４０円　税込）
※３歳未満は無料です。

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。
●�ホテル宿泊をする方は、直接予約センターへお申込みください。
　（利用ガイド２０１６　Ｐ２０参照）

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

※申込み締め切り後のキャンセル・枚数変更はできません。

ゆう
窓口☎
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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
●ゆう窓口販売 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）

ゆう
窓口

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

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。

一般社団法人　全国中小企業勤労福祉サービスセンター
　　　　　「こどもが主役の街」キッザニア東京　特別ご優待

【優待内容】優待期間の平日第２部及び日曜・祝日第２部が５００円OFF
【優待期間】　２０１７年３月１７日（金）まで
　※除外期間及び除外日：２０１６年１０月９日（日）および１２月２３日（金）～２０１７年１月９日（月）
　　　　　　　　　　　のホリデーシーズン（H.S）期間
　※サービスコード予約サイトの予約状況カレンダーで空き状況をご確認ください。

【優待料金】（税込）　
園児（３歳～） 小学生 中学生 大人（１６歳～） シニア（６０歳～）

平　日
第２部

２,５７８円
（通常 3,078 円）

２,９０２円
（通常 3,402 円）

３,０１０円
（通常 3,510 円） １,４９８円

（通常 1,998 円）
５２６円

（通常 1,026 円）
日曜・祝日
第２部

２,９０２円
（通常 3,402 円）

３,２２６円
（通常 3,726 円）

３,３３４円
（通常 3,834 円）
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開催日時

●１１月２３日（水・祝）～�平成２９年１月２９日（日）
　午前９時３０分～午後５時３０分　（土曜日は午後７時３０分まで）
　※入館は閉館の３０分前まで
●休館日　毎週月曜日、年末年始（１２／２６～１/１）
　ただし１月２日・９日・１６日は開館

会 場 江戸東京博物館　1階特別展示室（両国）

料 金
一般 ８００円（当日券�１，３５０円）　小・中・高校生・６５歳以上 ３００円（当日券�６８０円）
※当サービスセンターは、一般および小・中・高校生・６５歳以上の券のみ取扱いです。
※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 (2名まで )無料。（入館の際手帳等提示）�※常設展は、別途観覧料が必要です。

申込方法
●ゆう窓口� １月２８日（土）午後４時まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ� １月２０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
１０月２５日（火）～�平成２９年２月２６日（日）※会期中無休
●午前１０時～午後８時（但し、火曜日および１０／２７（木）は午後５時まで）
　入館は閉館の３０分前まで

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, １００円（当日券　１，８００円）
●当サービスセンターは一般のみの取扱いになります。
※小学生未満は入館無料
※障がい者手帳をお持ちの方とその介助者（１名まで）は当日観覧料半額

申込方法
●ゆう窓口� 平成２９年２月２５日（土）午後４時まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ� 平成２９年２月１７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

　戦国時代展　A Century of Dreams
戦国時代に列島の各地で生成された歴史資料や美術工芸品を一堂に展示し、多様な広がりを
見せる時代を叙述しつつ、逞しく躍動した人々の姿を追います。日本における１００年余り
に及ぶ戦国時代を網羅的に紹介するこれまでにない展覧会です。

 ヴェルサイユ宮殿《監修》  マリー・アントワネット展
オーストリアに生まれ、１４歳でフランスに嫁ぎ、革命の波にのまれて３７歳で断頭台の露と消えたフランス王妃マリ
ー・アントワネット。彼女が暮らしたヴェルサイユ宮殿の《企画・監修》のもと、その激動の生涯を辿ります。本展では、
宮殿内にある王妃のプライベート空間を原寸大で再現するほか、絵画、王妃愛用品、身に
付けた衣服、そして革命期の資料など、歴史的に貴重な品々およそ２００点が出展されます。

＊割引引換券ゆう窓口に置いてあります（一般１,０００円→９００円・大学生７００円→６００円・高校生４００円→３００円）＊
『平安の秘仏』ー ( 滋賀 ) 櫟野寺の大観音とみほとけたちー　開催：東京国立博物館・本館特別５室にて９／１３（火）～１２／１１（日）

ゆう
窓口

ゆう
窓口

チケット名 開催日程 販売期間 詳細

デトロイト美術館展 １０／　７（金）～
平成２９年１／２１（土）

窓口　～平成２９年１／１３まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～１／６ From ８月号

拝啓ルノワール先生 １０／１９（水）～
平成２９年１／９（月・祝）

窓口　～１０／１８まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～１０／１４ From ８月号

ゴッホとゴーギャン展 １０／　８（土）～
１２／１８（日）

窓口　～１２／１６まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～１２／９ From ８月号

改組　新
第３回　日展

１０／２８（金）～
１２／　４（日）

窓口　～１２／２まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～１１／２５ From ９月号

クラーナハ展 １０／１５（土）～
平成２９年１／１５（日）

窓口　～平成２９年１／１３まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～１／６ From ９月号

ピエール・
アレシンスキー展

１０／１９（水）～
１２／　８（木）

窓口　～１２／２まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～１１／２５ From ９月号

☆☆「チケット」好評販売中　☆☆ ホームページゆう
窓口

エリザベト＝ルイーズ・ヴィジェ・ル・ブラン
《フランス王妃�マリー・アントワネット》
１７８５年�油彩、カンヴァス�２７６×１９３cm
ヴェルサイユ宮殿美術館　©Châtearu�de�Versailles(Dist.�RMN-GP)/©Christophe�Fouin

泥足毘沙門天立像　山形・法音寺蔵
※後期（１月２日～１月２９日）展示

重要文化財　四季花鳥図屏風　右隻　狩野元信筆　室町時代・天文１８年（１５４９）
兵庫・白鶴美術館蔵※後期（１月９日～１月２９日）展示
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味の宅配便　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」

味の宅配便 新潟魚沼産 杵つき餅 （魚沼産こがねもち１００％使用）

ホームページ

ホームページ

品 名 サンふじ（上玉）

料 金
（Ａ）　　５㎏…　３，４００円　（一般料金　４，２００円��送料・税込み）
（Ｂ）　１０㎏…　５，８００円　（一般料金　７，２００円��送料・税込み）
　※（Ａ）５㎏…上玉１８～２０玉入り／（Ｂ）１０㎏…上玉３６～４０玉入り

申込口数 （Ａ）（Ｂ）合わせて一会員２口まで

商品発送 １２月上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２日（水）午後５時必着

支 払 １１月７日（月）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。

《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・連絡先電話番号」をお書きください

品 名 お餅（２８年魚沼産こがねもち）

料 金
（Ａ）２袋（８００ｇ×２）…２，３００円（一般料金　３，１００円��送料・税込み）
（Ｂ）３袋（８００ｇ×３）…３，２００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 一会員（Ａ）・（Ｂ）合わせて２口まで

商品発送 １２月上旬より順次発送予定

締　　切 １１月　４日（金）午後５時必着

支 払 い １１月　８日（火）頃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。

《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・連絡先電話番号」をお書きください

《広告》はせがわ
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Information
●１０月２６日（水）は会費下期分の自動振替日です。
平成２８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２８年度「会費のお知らせ」を１０月上旬より順次発送中です。

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。
●利用される方の年齢や障害者手帳の有無によって無料になることがあります。
　回数券ご購入前に必ず利用予定の施設にご確認ください。

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。
●ゆう窓口販売もしておりますのでご利用ください。

ホームページゆう
窓口

カード・商品券・回数券　好評販売中 ホームページゆう
窓口

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。

☎
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販売期間 それぞれ各施設完売をもって終了

申込方法
●ゆう窓口で直接購入できます
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページにて会員番号・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　(ただしセントラル西新井�７００円・ゴールドジム�９００円）

販売枚数 一施設　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

●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）
� � １０：００～２２：００（日曜）
休館日� 第３月曜日（祝日営業）　　※利用は１６歳以上

※朝日スポーツクラブ〔BIG-S 竹の塚〕は完売しました。

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。

ホームページゆう
窓口
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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２８年１０月１３日（木）～１２月３０日（金） 除外日：１２月２３日（金・祝）〜２５日（日）

●パークサイドダイナー� ◆予約不要　問い合わせ：０３−３５３９−８０４６　本館１階
券　種 内　容 料　金 備　考

ランチ～ディナー
洋　食

３，５００円（通常５，５００～７，０００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。

ディナー
（飲み放題付２時間）

５，０００円（通常７，７００～９，２００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

◉チケットは直接「 」へお申込みください。

●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
券　種 内　容 料　金 備　考

ランチ
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、￥１, ０００円増し

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

　（時間１７：３０～２１：３０ＬＯ）

◉このプランは予約が必要です。

●鉄板焼　嘉門� 予約先：０３−３５３９−８１１６　本館１７階
券　種 内　容 料　金 備　考

ランチ
鉄板焼

５，０００円（通常６，３８０円）
　（時間１１：３０～１４：３０）

鉄板焼きコース料理
ディナー １４，０００円（通常１６，５００円）

　（時間１７：３０～２１：３０）

◉このプランは予約が必要です。※「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。

●インペリアルラウンジ アクア� 予約先：０３−３５３９−８１８６　本館１７階
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

３，８００円（通常４，７５２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。

◉このプランは予約が必要です。

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。　●他の優待割引と併用はできません。
●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。

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、
ゆう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
ゆう
窓口
受取
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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２８年１０月１３日（木）～１２月３０日（金） 【除外日：１２月２３日（金・祝）〜２５日（日）】

●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

ランチブッフェ
１１：３０～１４：１５ＬＯ
（１２０分制）

平日

●大　人 ２，１００円 （通常　３，３００円）
●小学生 １，０００円�（通常　１，９００円）
●園児（４歳以上）５００円�（通常　１，３００円）
　（時間１１：３０～１５：００　１４：１５ＬＯ）

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

ディナーブッフェ
平日

１７：３０～２０：００ＬＯ
土日祝日

１７：００～２０：００ＬＯ
（１２０分制）

平日
●大　人 ４，２００円�（通常　５，６００円）
●小学生 ２，１００円�（通常　３，０００円）
●園児（４歳以上）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》� 第一ホテル東京　２１Ｆ

券　種 利用日 料　金

鉄板焼
ランチコース
　（９０分制）

除外日を除き
全日 ●４，９００円（優待料金　５，４００円）

◆時間　１部　１１：３０～１３：００　２部　１３：３０～１５：００

●《ラウンジ２１》� 第一ホテル東京　２１Ｆ

券　種 利用日 料　金

お散歩ランチ
ランチコース
１１：３０～１４：３０ＬＯ

土・日・祝日
限定 ●１，７００円（通常２，５００円）

●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

ウィークエンド
ランチブッフェ
１１：３０～１４：３０ＬＯ

（１２０分制）

土・日・祝日
限定

●大　人 ２，１００円�（通常　３，１００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。

浅草ビューホテル 予約先 03-3842-3751

利用期間　平成２８年１０月１３日（木）～１２月３０日（金）
台東区西浅草３-１７-１　交通：つくばエクスプレス「浅草駅」A2 番出口徒歩１分・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（木）～２５日（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。　●１２／２６（月）～１２／３０（金）は、ランチ、ディナー共に土日祝日料金となります。
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観劇・コンサート

薗田憲一とデキシーキングス

全席指定大人　３，６００円 （一般料金　�４，５００円）
全席指定高校生以下　８００円�（一般料金　�１，０００円）
会場：ギャラクシティ西新井
���������文化ホール（西新井）
枚数：１０枚（一会員４枚まで）

ホームページ

S席大　人　５，２００円
��������������（一般料金　６，４８０円）

S席子ども　２，５００円
���������������（一般料金　３，２４０円）

会場：JR東日本アートセンター
　　　�自由劇場（浜松町）
枚数：各回１０枚（一会員４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：３０枚
　　　(一会員２枚まで）

S席指定　１０，５００円
　　  （一般料金　１３，０００円）

会場：日生劇場
　　　（有楽町・日比谷）
枚数：１０枚(一会員２枚まで）

全席指定　４，０００円
　　　��（一般料金　５，５００円）
会場：東京芸術劇場
　　　シアターウエスト（池袋）
枚数：各回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：＠Zeppブルーシアター
���������六本木（六本木）
枚数：各回１０枚
���������（一会員２枚まで）

１１／２２（火）１８：３０

※３歳以上有料

★お土産付き

◆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２５日（火）　〈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２０１６」P３４をご覧ください。

１２／１（木）１８：３０ １２／１７（土）１７：００

❶１２／２（金）１９：００　❷１２／３（土）１３：００

❶１２／２４（土）１１：３０　❷１２／２５（日）１３：００

❶１１／２６（土）１８：００　❷１１／２７（日）１３：００

※未就学児入場不可

※未就学児入場不可

※子ども＝公演日当日３歳以上、小学校６年生以下　

※未就学児入場不可
※日本語・英語・インドネシア語上演／日本語・英語字幕付 ※未就学児入場不可

© 宝塚歌劇団

個性豊かな１８人の子ども達が、嵐に合い村に取り残されてしまいます。大人
がいない世界で「協力」や「思いやり」などを学びます。何ごとにも「希望」と「勇
気」をもって取り組むことの素晴らしさ、「友情」の大切さを教えてくれます。

ジャズの中で最もハッピーな
デキシーランドジャズを
お楽しみください。

日本初上陸！キラキラ輝くゴージャスでファビュラスな世界！マドンナ、
ドナ・サマーなどディスコ・ヒッツ満載でお贈りする、本物の愛を探
す感動の物語！
出演：山崎育三郎　古屋敬多（Lead)　陣内孝則 ほか

イギリスを代表する劇作家、レイ・クーニーの作品を、声優だけのキャストでお
届けする本格的コメディー！　ぜひ、あなたもお腹を抱えて笑ってください。
演出：野坂 実
出演：山寺宏一／高垣彩陽／寿 美奈子／岩崎ひろし／高橋広樹／小野賢章／
　　　横田健介／水島 裕

リチャード三世は本当に極悪非道だったのか？！シェイクスピアは本当
に歴史をねじ曲げたのか？！野田秀樹の傑作戯曲にシンガポールの演
出家オン・ケンセンが挑む！
出演：中村壱太郎　茂山童司　久世星佳 ほか

※ゲスト：毒蝮三太夫　FUMIKA（Vo.）

雪組公演
ミュージカル・ロマン『私立探偵ケイレブ・ハント』

ショーグルーヴ 『Greatest　HITS！』　

劇団四季ミュージカル

嵐の中の子どもたち

ミュージカル

PRISCILLA
QUEEN OF THE DESERT

「Run for Your Wife」
日本・シンガポール・インドネシア国際共同制作

三代目、りちゃあど
ラフィングライブ 第二回公演
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© Ｒｉｇｈｙｓ ｉｎｎ

フジコ・ヘミング&エルサレム交響楽団

ブロードウェイ
クリスマス・ワンダーランド

SAKURA -JAPAN IN THE BOX- 鼓　童
ワン・アース・ツアー2016～螺旋

東京芸術劇場コンサートオペラ vol.4

モーツァルト/ 歌劇『コジ・ファン・トゥッテ』

聞いて歌ってやってみよう！

０歳からのオーケストラコンサート

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４枚まで）

❶１２／17（土）１６：３０　❷１２／２３（金・祝）１２：３０

※３歳以下入場不可

※未就学児入場不可

※未就学児入場不可

演奏会形式全２幕・原語上演
（日本語字幕付き）

日本初演！最高に楽しくてスペクタキュラーなクリスマスショーがやっ
てくる！家族や友人や恋人と楽しめるようなクリスマスショー。

出演：アメリカカンパニー（英語上演）

S席指定　５，６００円
　　　��（一般料金　７，０００円）
会場：文京シビックホール
　　　大ホール（春日）
枚数：各回１０枚（一会員２枚まで）

❶１２／２１（水）１８：３０　❷１２／２３（金・祝）１４：００

※未就学児入場不可
坂東玉三郎氏のもとで進化を続ける鼓童。初期からの楽曲、新たに
生まれた曲の数々が螺旋を描いて連なります。35 年にわたる鼓童の
舞台創造を展観するコンサートです。　
演出：坂東玉三郎　出演 : 太鼓芸能集団 鼓童

１等A席指定　８，０００円 （一般料金　１０，０００円）
会場：国立劇場
　　　大劇場（半蔵門）
枚数：各回１０枚
　　　（一会員２枚まで）

❶１1／２３（水・祝）１１：００　❷１１／２６（土）１１：００

11月は、塩冶浪士の早野勘平と恋人おかるの悲劇と、討入りの機会
を窺う由良之助の苦哀を描いた場面を上演します。
出演：尾上菊五郎、　中村吉右衛門　ほか

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１０枚
　　　（一会員２枚まで）

❶１１／２６（土）１６：００　❷１１／２７（日）１１：３０

出演：檀 れい　剛力彩芽　
　　　葛山信吾　山本陽子　
　　　松平 健 ほか

全席指定　４，５００円  （一般料金　６，０００円）
会場：明治座
　　　（人形町・浜町）
枚数：１０枚
　　　�(一会員４枚まで）

11／25（金）１９：００

舞台と客席が一体となったパフォーマンス、日本舞踊とダンス、和楽
器とロック、アニメーションとリアルのシンクロ、日本と世界のエン
ターテインメントが融合したミュージカル・ファンタジー！

会場：文京シビックホール
　　　大ホール（春日）
枚数：２０枚(一会員４枚まで）

S席指定　２，０００円
　　　��（一般料金　２，５００円）

１１／２６（土）　１１：００

※３歳以上有料
　３歳未満膝上無料。
　小学校３年生まで要保護者同伴。

※4歳以上有料　３歳以下膝上無料。

S席指定　９，５００円 （一般料金　１２，０００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
���������(一会員２枚まで）

１１／２４（木）１９：００

S席指定　９，５００円（一般料金　１２，０００円）
会場：東京芸術劇場�コンサートホール（池袋）
枚数：１０枚
����������(一会員２枚まで）

１２／１１（日）１５：００

「客席と舞台が一体化する特別な体験 -」
波乱万丈のドタバタ喜劇。恋人取りかえ大作戦が決行！その結末はいかに！？

国立劇場開場 50 周年記念　歌舞伎公演

三ヶ月連続完全通し上演　第二部　道行旅路の花聟、五段目～七段目
通し狂言「仮名手本忠臣蔵」

©松竹株式会社 ©松竹株式会社
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「Amazon.co.jp」でお買いものをする際に使える３，０００円分のギフト券です。
Amazonギフト券で、１億種類を超える品揃えの総合オンラインストアAmazon.co.jpにてお好きな商品をお買い求めいただけます。

申　込
方　法

●申込期限　平成２８年１０月２５日（火）午後５時必着
●ハガキ／ FAX／ホームページで「Amazonギフト券」・会員番号・会員氏名・枚数・受取方法（窓口or
　代金引換郵便）を記入してお申し込みください。
　�※代金引換郵便の場合は手数料（代金４９, ６０９円まで３９０円）がかかります。

●応募者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。1１月１日（火）に「ゆうホー
　ムページ」に発表予定です。
●代金引換郵便を希望した当選者の方の発送予定日は 1１月 1０日（木）です。
●窓口受取を希望した方は、1１月 1０日（木）以降、抽選結果を確認のうえ 1２月９日（金）までに
　ゆう窓口へお越しください。
●申込締切後のキャンセル・枚数変更はできません。

販売価格
枚　数

1 枚　２，５００円　（券面額３, ０００円）一会員４枚まで
今回限定　１，５００枚

その他
●Amazon.co.jp は、本キャンペーンのスポンサーではありません。
●Amazon,�Amazon.co.jp およびそのロゴはAmazon.com,lnc. またはその関連会社の商標です。
≪お問い合わせ≫　足立区勤労福祉サービスセンター　TEL　０３ー３８３８ー３５８６

Amazonギフト券を特別価格でご提供します。 ホームページ

《広告》シアター1010

《広告》りらくる〈新規指定店〉


