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　会員の皆様は、お健やかに新年をお迎えのことと、心よりお慶び申し上げます。足立区
勤労福祉サービスセンター「 」では、１２，０００名余の会員の皆様のため、より魅力
あるサービスに努めてまいります。
　会員の皆様、ご家族の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 村岡　徳司 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 日比谷松夫 理 事 鈴島　妙子 監 事 岡野　　進
理 事 飯島　　弘 理 事 髙杉　浩明 事 務 局 職 員 一 同
理 事 池田　光伸 理 事 土屋　勝重
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 ※１月の土曜営業は、２８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
●ゆう窓口：３月１７日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ：３月１０日（金）午後５時必着

申 込 方 法
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ
　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。施設に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・変更および再発行はいたしません。

2016〜 スキーリフトシーズン券の販売中

猪苗代スキー場	 福島県耶麻郡猪苗代町　　　☎０２４２－６２－５１００
	 利用期間　３月２６日（日）まで予定

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（要予約）
　　　　ＪＲ東北新幹線・東北本線「郡山駅」より要予約のシャトルバス有（前日午後４時までに猪苗代スキー場へ予約）
	 　磐越道猪苗代磐梯高原ＩＣより約８㎞

ホームページ

ムイカスノーリゾート	 新潟県南魚沼市小栗山　　☎０２５－７７３－３３１１
（旧六日町スキーリゾート）	 利用期間　４月２日（日）まで予定

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

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　３月２１日（火）まで予定

リフト１日券
大人券（中学生以上）	 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

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　４月２日（日）まで予定

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

石打丸山スキー場	 新潟県南魚沼市石打　　　☎０２５－７８３－５５７１
	 利用期間　３月２０日（月・祝）まで予定

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㎞

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。

ゆう
窓口
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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　５月７日（日）まで予定

リフト１日券
＋
食事券

●スキーパック特別割引（リフト１日券（ゴンドラ利用可）＋食事券（１,２００円分）付き）
大人（１８歳以上）	４，９００円（一般料金　６，１００円相当）
　　※中高生は学生証提示で学割料金あり。
小学生	 ２，２００円（一般料金　３，４００円相当）
未就学児童はリフト乗車無料（保護者同伴）
●ゆう窓口に、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。
●３／２１から春シーズン料金となり、上記大人料金から更に６００円引きとなります。

アクセス
　　　　ＪＲ上毛高原駅または沼田駅より路線バス（鎌田乗換え）
　　　　関越道沼田ＩＣより国道１２０号を日光方面へ約５０分
　　　　（駐車場平日無料・場内駐車場は土日休日、特定日のみ有料　一般車￥１,０００～）

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
	 割引有効期間　３月２６日（日）まで予定

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　町営バス３０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　４月２日（日）まで予定

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　４月２日（日）まで予定

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
　　　　会津鉄道・野岩鉄道「会津高原尾瀬口駅」よりバスで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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利用期間 １月１２日（木）～３月３１日（金）

●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。

土日
祝日

①１７：００～１９：００
②２０：００～２２：００

◎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）

	●	平日・土日祝日共同一料金となります。

◎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。

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 or ディナー、
　　利用枚数、区分（大人・小人等）、送付先（自宅 or 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 １月１２日（木）～３月３１日（金）

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）
（土日祝日１１：３０～１６：００）

９０分制

大　人
平　　日 ２，５００円 （通常　３，６３４円）

土日祝日 ３，０００円 （通常　４，３２０円）

小学生
全　　日

１，１００円 （通常　２，１６０円）

幼　児 ５００円 （通常　　９８２円）

ディナーブッフェ
（時間１７：３０～２２：００）
（土日祝日１７：００～２２：００）

１２０分制

大　人
平　　日 ４，１００円 （通常　５，４００円）

土日祝日 ５，２００円 （通常　６，５７９円）

小学生
全　　日

２，０００円 （通常　２，９４６円）

幼　児 ７００円 （通常　１，１７８円）

	●《クイーン・アリス》　３Ｆ	予約先０４５−６８２−２２１６
	【除外日：２／１～２／３、２／２５・２／２６およびホテル特定日】

●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
【除外日：２／２５・２／２６およびホテル特定日】

帝 国 ホ テ ル

横 浜 ベ イホ テ ル 東 急
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販売期間 それぞれ各施設完売をもって終了 販売枚数 一施設　一会員　５枚まで（年度内）

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、セントラル西新井７００円・ゴールドジム北千住東京８００円）

施	 設	 名

●	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
●	朝日スポーツクラブ〔ＢＩＧ−Ｓ竹の塚〕	 完売しました。

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

施設の詳細は「 利用ガイド２０１６」をご覧ください。

残数僅少

ゆう
窓口

●本誌原稿提出日の都合上、さらに完売するチケットもあります。ご了承ください。

会員拡大
キャンペーン

現在、 に加入されている事業所で
３月２１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！

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を記入し返送する
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。

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」を展開予定！
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。

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。

　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３月２１日（火）までに同一事業所で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、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、入会者一人につき	 １，０００円 相当の記念品
　３月（3/21まで）に入会の場合、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
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わ が 永 遠 の 魂

世界が認めたその画力

YAYOI KUSAMA:My Eternal Soul草間彌生

これぞ暁斎！

世界らん展日本大賞２０１７

世界を舞台に活躍する前衛芸術家、草間彌生。１９５０年代後半に単身ニューヨークに渡って以来、絵画、彫刻、イ
ンスタレ－ション、映像、さらには小説や詩に至るまで、広範囲な活動を展開し、昨年秋には栄えある文化勲章を受
章されました。本展は、２００９年から取り組んでいる大型の絵画シリーズ「わが永遠の魂」を中心に捉え、一挙約
１３０点を日本初公開。さらに、創作活動の全貌を総合的に紹介し、草間芸術の魅力を余すところなくお伝えします。

「蘭に、ときめく。」を開催テーマとし、様々な蘭の魅力を堪能するとともに、蘭と一緒に、“ときめく気持ち”を日々
の暮らしの中にお持ち帰りください。栄えある日本大賞を目指すコンテストのほか、国内はもとより世界約２０
の国と地域から集まる蘭で埋め尽くされた会場は圧巻です。宝塚歌劇団監修のオーキッド・ゲートや華道家 假
屋崎省吾氏やフラワーアーティスト 志穂美悦子氏などによる特別展示やステージイベントも見逃せません。

河鍋暁斎は、 幕末から明治を生きた画家で、 幼少期に浮世絵師歌川国芳に入門したのち狩野派に学び、
さらに流派に捉われず様々な画法を習得しました。 仏画から戯画まで幅広い画題を、ときに独特のユーモ
アを交えながら、 圧倒的な画力によって描き上げた作品の数々。 本展は、すべてイギリス在住のゴール
ドマン氏のコレクションにより、 普段国内では出会うことのできない暁斎の多彩な作品が一堂に会します。

背景画像：「わが永遠の魂」シリーズより《しのびがたい愛の行方》©YAYOI KUSAMA

ホームページ

ホームページ

ホームページ

開催日時
２月２２日（水）～５月２２日（月）　午前１０時～午後６時　金曜日は午後８時まで　
※入場は閉館の３０分前まで　※４／２９（土・祝）～５／７（日）は毎日午後８時まで開館
●休館日…毎週火曜日　※５／２は開館

会 　 場 国立新美術館　企画展示室１E（東京・六本木）

料 金

一般券　１，０００円　（当日券　１，６００円）
　※当サービスセンターは、一般券のみ取扱いとなります。※中学生以下は無料
　※３／１８(土 )～２０( 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

申 込 方 法
●ゆう窓口		 ２月２１日（火）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ	 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

開催日時
２月１１日（土・祝）～２月１７日（金）

午前９時３０分～午後５時３０分　＊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
●ゆう窓口		 ２月１０日（金）
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ	 ２月　７日（火）午後５時必着
●一会員４枚まで　　　㊟完売をもって販売終了

開催日時
２月２３日（木）～４月１６日（日）　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）　　※大人料金のみ
　※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
●ゆう窓口	 ２月２２日（水）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ	 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

ゆう
窓口

ゆう
窓口

ゆう
窓口

ゴールドマン　コレクション

《地獄太夫と一休》
明治 4-22（1871-89）年絹本着彩、金泥
photo: 立命館大学アート・リサーチセンター
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チケット名 開催日程 販売期間 詳細

戦国時代展
A Century of Dreams １月２９日（日）まで

ゆう窓口　～１／２８まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～１／２０ From 10月号

春日大社
千年の至宝

１月１７日（火）～
　　　３月１２日（日）まで

ゆう窓口　～３／１０まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～３／３ From １１月号

オルセー美術館所蔵
ナビ派の名品展

２月４日（土）～
　　　５月２１日（日）まで

ゆう窓口　～２／３まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～２／３ From １１月号

シャセリオー展 ２月２８日(火 )～
　　　５月２８日(日 )まで

ゆう窓口　～２／２７まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～２／２７ From １２月号

ティツィアーノと
ヴェネツィア派展

１月２１日(土 )～
　　　４月２日(日 )まで

ゆう窓口　～２／２８まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～２／２８ From １２月号

マリメッコ展 ２月１２日（日）まで ゆう窓口　～２／１０まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～２／３ From １２月号

第１６回
東京国際キルト展

１月１９日(木 )～
　　　１月２５日(水 )まで

ゆう窓口　～１／１８まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～１／１３ From １２月号

テーブルウェア・
フェスティバル２０１７

１月２９日(日 )～
　　　２月６日（月）まで

ゆう窓口　～１／２７まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ　～１／２０ From １２月号

★★「チケット」好評販売中 ★★ ホームページ

利用期間 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or 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（無くなり次第終了）

料 金 １枚７００円（一般料金　３，２４０円　税込）
　※３歳以上から有料（幼児通常料金：１，４５０円　税込）

そ の 他
●申込後のキャンセル・変更はできません。
●ホテル宿泊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）

利用期間 ３月３１日（金）まで
販売枚数 一会員　後期分　５枚まで（無くなり次第終了）

申込方法
●ゆう窓口～直接購入
●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or 勤務先）・連絡先を記入のうえお申込みください。

料 金

１枚　１, ５００円（一般料金：２，６３４円）
　※以下の料金は現地でお支払下さい。
●土・日曜日、祝日、特定日の利用は休日割増料３２４円
●深夜割増料１，９４４円
●ヒーリング	バーデ専用ウェア・タオルセットレンタル料８６４円

そ の 他
●申込後のキャンセル・変更はできません。
●得１０チケットの利用もできます。（入館７ｐ、休日割増１ｐ、ヒーリング	バーデ２ｐ）

スパリゾートハワイアンズ（後期分）販売中

スパ ラクーア入館券（後期分）販売中
東京ドーム天然温泉

ホームページ

ホームページ

東京ドーム６個分の敷地に５つのテーマパーク。ハワイアンズは、いつでも２８℃。
で販売する入館券には、３種類のウォータースライダーが割引になるポイントカード付きでお得です。

ゆう
窓口

ゆう
窓口

ゆう
窓口

☎
●当センターは割引価格で販売しています。各会場にて当センター販売額と同額では購入することはできません。

残 数 僅 少
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観劇・コンサート

S席大　人　８，８００円
　  　（一般料金　１０，８００円）
S席子ども　４，４００円
　  　（一般料金　５，４００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：４０枚（一会員４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（水）　〈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簡易書留にて（公演に間に合うよう）

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２／１５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
　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。

３／２８（火）１８：３０ ３／３（金）１９：００

３／２６（日）１３：００

３／１２（日）１５：３０ ２／２５（土）１７：００

SS席指定　５，０００円
　　　（一般料金　６，５００円）
会場：ギャラクシティ	西新井文化ホール
　　　（西新井）
枚数：各１０枚（一会員２枚まで）

全席指定　２，４００円
　　　（一般料金３，６００円）
会場：シアター１０１０（北千住）
枚数：２０枚（一会員２枚まで）

全席指定　３，０００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（一会員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
　　　（一会員２枚まで）

S席指定　１０，０００円 （一般料金　１３，０００円）
　※お土産付き
会場：日生劇場（日比谷）
枚数：１０枚（一会員２枚まで）

出演：川平慈英　浦井健治　霧矢大夢　赤根那奈（夢咲ねね改め）
　　　藤井 隆　JKim　深水元基　りょうた　鈴木蘭々　ROLLY  ほか

大月みやこコンサート2017

演歌・歌謡界のトップランナーとして活躍する大月みやこの
歌唱力、表現力をお楽しみください。

春だ !落語だ !東西名人ききくらべ !
桂ざこば師匠が北千住に初お目見え！笑点でおなじみの三遊亭小遊三師
匠を迎え、皆様に春と一緒にたっぷりの笑いをお届けします。
出演：桂ざこば　三遊亭小遊三　ほか

まさかの大抜擢など激動の一年を送った昇太師匠ですが、こちらでは変
わらず、まったりゆるりと皆さんと春を迎えられれば・・・。今回の「昇
太らくご」も、たっぷりお楽しみください。

2003 年に世界中で大ヒットしたティム・バートン監督の映画がブロードウェ
イでミュージカルとして蘇りました。待望の日本版演出は名匠・白井晃。幕
が下りたあと、家族と話したくなる―暖かく美しい愛の物語にご期待下さい。

❶３／３（金）１４：００
❷３／３（金）１８：００

２０１７年４月９日フィナーレ！　アリエルに会える最後のチャンス！

©宝塚歌劇団

ホームページ

※未就学児は入場不可

※未就学児は入場不可

※子ども＝公演日当日３歳以上、小学校６年生以下
※ファミリーゾーンでのご案内となります。

※未就学児は入場不可

月組公演

ザ・ミュージカル『グランドホテル』
モン・パリ誕生９０周年　レヴューロマン『カルーセル輪舞曲（ロンド）』

千住落語会　　 〜東西競演〜
桂ざこば・三遊亭小遊三　二人会

かめあり亭

春風亭昇太　独演会‐春らんまん。Ｐａｒｔ.5‐

劇団四季ミュージカル

リトルマーメイド

ミュージカル

ビッグ・フィッシュ
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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）

S席指定　４，８００円
　    （一般料金　６，５００円）
会場：世田谷パブリックシアター
　　　（三軒茶屋）
枚数：１０枚（一会員２枚まで）

全席指定　８，５００円
　　　（一般料金　１０，８００円）

会場：シアタークリエ（有楽町・日比谷）
枚数：１０枚（一会員２枚まで）

❶　Ｓ席指定	６，０００円
❷❸Ｓ席指定	６，４００円
　　　		（一般料金　８，０００円）

会場：東京グローブ座（新大久保）	
枚数：各回１０枚	（一会員２枚まで）

上演回数 1500 回！美しくも儚い四姉妹の物語。永きに渡り愛され
続ける不朽の名作が今、再び明治座にて花開く。
原作：谷崎潤一郎　出演：賀来千香子　水野真紀　紫吹 淳　壮 一帆　ほか

仕事も恋も全力な女性に贈る！キュートでハッピーな大
ヒット映画のミュージカル版が日本初上陸！！
出演：神田沙也加　佐藤隆紀（LE	VELVETS）　長谷川初範　ほか

❶４／３（月）１９：００　❷４／８（土）１２：００
❸４／８（土）１７：００

❶３／１８（土）１６：００
❷３／１９（日）１１：００

細　雪

タクフェス　春のコメディ祭！
「わらいのまち」

夏木マリ印象派ＮÉＯvol.3

「不思議の国の白雪姫」

福田こうへい特別公演

❶４／１５（土）１７：３０　❷４／１６（日）１２：３０

❶２／２５（土）１４：００　❷２／２６（日）１４：００

Ｓ席指定　９，８００円
	（一般料金　１３，０００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）

２／２５（土）１６：００４／１（土）１７：３０

３／１１（土）１４：００

３／２３（木）１９：００

全席指定　７，８００円	

　		（一般料金　１１，０００円）

会場：明治座（人形町・浜町）
枚数：１０枚（一会員２枚まで）

全席指定　５，０００円	
　　　（一般料金　６，５００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）

全席指定　４，０００円	
　　　（一般料金　６，０００円）

会場：紀伊國屋サザンシアター
　　　TAKASHIMAYA（新宿）
枚数：各回１０枚
　　　（一会員２枚まで）
正岡子規生誕150年におくる、
人を愛し言葉を愛した一人の青年のいのちのドラマ

あの興奮が帰ってくる！迫力満点のダンスと 12
トンの雨！心と身体がリズムをとり出す、これぞ
ミュージカル！アダム・クーパーがどしゃぶりの
雨の中を歌い踊る！

寂れた田舎町の寂れた温泉旅館「まつばら」を舞台に、お贈りするシチェーショ
ンコメディ！暗転なし！転換なし！ノンストップ！行き違いの連続、勘違い
の交錯で話はとんでもない方向へ転がっていく・・・。
出演：宅間孝行　永井 大　柄本時生　柴田理恵　鈴木杏樹　ほか

2017 年春、遂に 3 年ぶりとなる「印象派」の新作公演「印象派
Ｎ É Ｏ vol.3 不思議の国の白雪姫」の世界初演が決定！　
演出：夏木マリ　出演：Mari Natsuki Terroir　夏木マリ　ほか

やわらかく流麗に、そして力強く感情のままに美しい旋律を奏でひとつひとつ
丁寧に作り上げてきたインストゥルメンタル曲、透き通る艶のある歌声が時に
やさしく響くヴォーカル曲などさまざまな魅力に彩られたコンサートは、年齢
や性別を問わず皆様にお楽しみいただけます。松下奈緒アーティスト・デビュー
10 周年記念の「松下奈緒コンサートツアー！」どうぞご期待ください。

一、「母ちゃんの浜唄」　二、「福田こうへいコンサート2017」
演歌界の新星・福田こうへい初の東京座長公演が明治座にて決定！第一部は、
懐かしい昭和の心温まるお芝居を、そして第二部では「南部蝉しぐれ」をはじめ、
民謡で鍛えぬいた歌声をたっぷり聴かせます。

※日程によって金額が違います

※6歳以上有料。5歳以下入場不可

※未就学児は入場不可

※未就学児は入場不可
※未就学児は入場不可

※お土産付き

【2014 年日本公演より】

JA バンク presents

LION	PRESENTS	ミュージカル　英語上演日本語字幕付

松下奈緒コンサートツアー2017
～10years story ～ supported by ｱｲﾌﾙﾎｰﾑ

ＳＩＮＧＩＮ’ＩＮ ＴＨＥ RAIN ～雨に唄えば～
アダム・クーパー特別来日　日本特別公演

ミュージカル

キューティ・ブロンド

文学座創立 80 周年記念公演

正岡子規青春狂詩曲「食いしん坊万歳！」
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 《広告》はせがわ

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


