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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２０１７」Ｐ．９１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 ※２月の土曜営業は、２４日（９：００～１６：００）です。

２月１０日発行◎

◇旅行企画・実施　　　株式会社五島トラベル（東京都知事登録旅行業　第２－１８５８号）　　総合旅行業務取扱管理者　内山　暁央

◇利用バス会社　　　　ニッコー観光バス

申込みは　ハガキ／ FAX で「株式会社五島トラベル」へ春のあっせん日帰りバスツアー

日　 程 平成３０年４月１４日（土） 募 集 ８０名　（最少催行人数３５名）※雨天決行

時 間 出発：足立区役所前 午後７時３０分　帰着：足立区役所前 午後５時３０分頃　交通状況により到着時間変更あり

旅行代金
（補助金）

●４歳未満のお子様は無料となりますが、バス席なしで昼食は大人の方と一緒になります。
　ただし、バス席ご希望の場合は別途料金になります。旅行会社へお問い合わせください。
※会員・家族は、旅行代金よりすでに補助金が差し引かれてます
※家族の対象は家族登録済みの、会員の配偶者・子・実父母です。
※キャンセル料は基本料金　９，３００円をもとに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、駐車場含む）、昼食代、入浴料、入園料、諸費用を含みます。

行 程
足立区役所 ➡ 桃源郷・八代ふるさと公園（桃・桜の観賞など）➡ シャトー酒折ワイナリー（見学） ➡ ホテル
古柏園（昼食・入浴 ※タオル有料 ) ➡ 桔梗屋本社工場（買物・見学）➡ 足立区役所 ➡ 北千住付近 ( 日光街道 )

申 込 先
㈱ 五島トラベル　〒１０４－００４１  東京都中央区新富２－１４－５　ＶＥＳＴＡビル７Ｆ　担当：岡島大祐
ＦＡＸ申し込み先　０３－５５４１－１１１０　　旅行名「 　４月バスツアー」

申 込 方 法
ハガキか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「 ４月バスツアー」　②会員番号　③氏名・年齢　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 ２月２３日（金）必着　※申込み多数の場合は抽選となります。結果のお知らせは３月１０日頃郵送にてご連絡します。

お問合せ 電話 ０３－５５４２－３９１１　※平日 午前９時３０分 ～ 午後６時　岡島 大祐（お電話での申込みはできません）

そ の 他

●この旅行は、株式会社五島トラベルと参加者個人との契約で行われます。参加者個人の責任でお手続きをお願いします。
●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、旅行会社にお願いいたします。
●添乗員は旅行会社の社員となり、 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１０日前までに連絡があります。

山梨桃源郷と石和温泉
入浴・昼食
ひとめ惚れの恋景色。日本一の桃の里、笛吹市。
「まるでピンクの絨毯を敷き詰めた」見事なま
での春景を満喫ください。ワイナリーや桔梗屋
本社工場でのお買い物や見学もお楽しみいただ
けます。（花の開花状況は天候によって変動があります）

会　員 家　族 関 係 者

大人（４歳～） ７，３００円 ８，３００円 ９，３００円

写真はイメージです
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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１６日（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ：３月９日（金）午後５時必着

申 込 方 法
●直接ゆう窓口でご購入いただくか、ハガキ／ＦＡＸ／ホームページにて会員番号・会員氏名・
　スキー場名・券の種別・枚数・送付先（自宅または勤務先）を明記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。

 スキーリフトシーズン券を販売中 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（総合案内）
（旧六日町スキーリゾート）	 ４月１日（日）まで（予定）

リフト１日券
大　人 ２，７００円（一般料金　３，９００円）　
中高生・シニア（５５歳以上） ２，２００円（一般料金　３，０００円）
小学生 １，２００円（一般料金　２，０００円）		未就学児は無料（保護者同伴）

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　約１０分
　　　　関越自動車道　六日町ＩＣ　約５分

湯沢中里スノーリゾート	 新潟県南魚沼郡湯沢町土樽　　☎０２５－７８７－３３０１（総合案内）
（旧湯沢中里スキー場）	 ４月１日（日）まで（予定）

リフト１日券
大　人 ３，１００円（一般料金　４，２００円）　
中高生・シニア（５５歳以上） ２，３００円（一般料金　３，３００円）
小学生 １，３００円（一般料金　２，２００円）	未就学児は無料（保護者同伴）

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　約２０分
　　　　関越自動車道　湯沢ＩＣ　約１０分

舞子スノーリゾート	 新潟県南魚沼市舞子　　　　☎０２５－７８３－３２１１（総合案内）
	 ４月８日（日）まで（予定）

１ｄａｙパス
大　人 ３，１００円（一般料金　４，７００円）　
中高生・シニア（５５歳以上） ２，８００円（一般料金　４，２００円）
小学生 ２，０００円（一般料金　２，９００円）未就学児は無料（保護者同伴）

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　約２０分
　　　　関越自動車道　塩沢石打ＩＣ　約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２５日（日）まで予定

１ｄａｙパス

大人　　　　　　　　　３，５００円（一般料金　４, ５００円）
シニア（６０歳以上）　　　 ３，２００円（一般料金　３，８００円）
ジュニア（小学生）　　  ２，８００円（一般料金　３，４００円）
　●未就学児は無料（保護者同伴）

アクセス
　　　　ＪＲ上越新幹線「越後湯沢駅」よりバス１０分
　　　　関越自動車道　湯沢ＩＣ　約６分　・　塩沢石打ＩＣ　約５分

４か所のスキー場のリフト券（シーズン券）を販売中です。
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６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。
シニア（５５歳以上） ４，４００円（一般料金　５，６００円相当）※年齢を証明する必要あり。
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。
●３／１９から、大人・シニア料金はさらに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）
　　　　関越自動車道　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
	 開設期間　３月２５日（日）まで予定

リフト１日券

大　人 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）
子ども（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　

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より約２５分
　　　　小 海 リ エ ッ ク ス：中部横断自動車道　佐久南ＩＣより約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８日（日）まで予定

リフト１日券
大　人（中学生以上）	 ３，０００円（一般料金　３，５００円）
子ども（４歳～小学生）・シニア（５５歳以上要証明書） ２，０００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）
　　　　上信越自動車道　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　３月３１日（土）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）
子ども（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

猪苗代スキー場	 福島県耶麻郡猪苗代町　　　☎０２４２－６２－５１００
( 中央×ミネロ )	 利用期間　３月２５日（日）まで予定

リフト１日券
大　人（中学生以上）　４，０００円（一般料金４，７００円）
子ども（小学生）　　　３，０００円（一般料金３，９００円）　未就学児は無料（保護者同伴）

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)
　　　　磐越自動車道　猪苗代磐梯高原 ICより約１０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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平成３０年 東京ドーム プロ野球巨人戦チケット
　今年のシーズンも東京ドームで開催される「巨人戦チケット」を販売いたします。(２９年
同様のビームシート、スカイ４の席となります。エキサイトシートは、確保できませんでした )  
会員やご家族の皆さまでお楽しみください。

【申し込みの注意点】
●	同日試合の重複申込みはできません
　（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。）
●申込み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】
●締切り後の当選したチケットの変更やキャンセルはできません。

◉	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。

◉	申込み ①氏名・会員番号　②開催日　③希望の座席（AかB）　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 ハガキ／FAX ／ホームページ共　２月２４日（土）　午後４時必着です。

◉	発　送 ３月上旬の予定（当選された方にチケットを郵送します）

日　　程
３／３０ ３／３１ ４／１ ４／１０ ４／１１ ４／１２ ４／１３ ４／１４

( 金 ) ( 土 ) (日 ) ( 火 ) (水 ) (木 ) ( 金 ) ( 土 )

対　　戦 阪　　神 阪　　神 阪　　神 ＤｅＮＡ ＤｅＮＡ ＤｅＮＡ 広　　島 広　　島

開始時間 午後６時 午後２時 午後２時 午後６時 午後６時 午後６時 午後６時 午後６時

日　　程
４／１５ ４／２８ ４／２９ ４／３０ ５／８ ５／９ ５／１０ ５／１１

( 日 ) ( 土 ) (日・祝 ) ( 月・振休 ) ( 火 ) (水 ) (木 ) ( 金 )

対　　戦 広　　島 ヤクルト ヤクルト ヤクルト 阪　　神 阪　　神 阪　　神 中　　日

開始時間 午後２時 午後２時 午後２時 午後２時 午後６時 午後６時 午後６時 午後６時

日　　程
５／１２ ５／１３ ５／１８ ５／１９ ５／２０ ５／２９ ５／３０ ５／３１

( 土 ) (日 ) ( 金 ) ( 土 ) (日 ) ( 火 ) (水 ) (木 )

対　　戦 中　　日 中　　日 ＤｅＮＡ ＤｅＮＡ ＤｅＮＡ 日本ハム 日本ハム 日本ハム

開始時間 午後６時 午後６時 午後６時 午後２時 午後２時 午後６時 午後６時 午後６時

ホームページ

【ビームシート、スカイ４　日程表】 ※６月以降は、後日募集となります。
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●３月末退会予定の方へ
３月末に退職を予定されている方は「退会届」を３月末までにご提出ください。退会手続きは
退会当月末を過ぎますと“ ”に提出された日が退会日となり、月会費がかかってしまいま
すので早めのご提出をお願いいたします。

  手続き方法　
『 利用ガイド２０１７』P. ８９の「退会届」をお使いください（白紙に「退会届」と
して会員番号・氏名と退会日を記入でも OK）。郵便又は FAX でお送りください。（ホー
ムページからでも可）手続き後、原則、会員証は郵送もしくは窓口にて回収させていただ
きます。

なお、４月以降にご利用いただく遊園地、観劇コンサート、美術展等各種チケット、バスツアー等
各イベントは、３月末退会（退職）予定者の方はご利用いただくことができません。申込後、
退会届が提出された場合には販売・参加を取り消させていただきますのでご注意ください。

●「ゆう」指定店変更のお知らせ　
　※伊勢丹松戸店は平成３０年３月２１日をもって営業終了となります。
　※（株）日本旅行上野支店が店舗統合により閉店となりました。
　　今後新たな指定店として、日本旅行グループの新店舗【日旅サービス（株）パルコヤ上野営業所　松坂屋上野店
　　隣り商業施設内　０３－５８４６－６３２１】にて同様のサービスが受けられます。

◎新年度予算については、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受ける予定です。

 ●〔予告〕来月号（３月号）には４月から利用できる利用補助券セットが同封されます

I n f o r m a t i o n

※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かクオカードから選択
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２０日（火）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円となります。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、現在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」を展開中！
足立区内全戸配布の「公社ニュースときめき」２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！

2 月中に入会の場合は、入会者一人につき　　　　　　 1, 0 ００円　相当の記念品
3 月（３／２０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
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“天空のオアシス”をコンセプトに掲げるサンシャイン水族館。
こどもから大人まで年齢を問わない水族館の魅力でもある、多種多様な生き物の生命の営みをみせること、
アミューズメント機能としてのエンタテインメント性などは維持しつつ、全く新しい非日常空間として「癒
し」「安らぎ」「くつろぎ」、そして「ココロ動かす、発見」を提供する、“大人にも満足いただける”水族館。
世界初展示方法の「天空のペンギン」や、サンシャインアクアリングなど見どころ満載です。

食事チケット　ご案内中です
● 帝国ホテル
　　　～平成３０年３月３１日まで　詳しくは「From 」１月号をご覧ください。

● 横浜ベイホテル東急
～平成３０年３月３１日まで　詳しくは「From 」１月号をご覧ください。

利用期間 ９月３０日（日）まで 募集枚数 一会員４枚まで（限定２００枚）

申込方法

●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・送付先
　（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。
　（抽選結果は、３月１２日（月）から電話にてお問い合わせください。）

販売価格
大　人（高校生以上）　１，６００円（通常２，２００円）
こども（小中学生）　　　  ９００円（通常１，２００円）
幼　児（４歳以上）　　　  ５００円（通常　  ７００円）

申込期限 ２月２８日（水）午後５時必着

発 送
当選された方には、４月上旬に払込用紙と一緒にチケットを郵送い
たします。代金はチケット到着後１週間以内にお支払いください。

そ の 他

●申込期限後のキャンセル・枚数変更はできません。チケット送付後の紛失等による再発行はできません。
●営業時間・休館日はサンシャイン水族館ホームページでご確認ください。
●特別営業時等はご利用できません。
●前売券の転売・譲渡は禁止です。

サンシャイン水族館　前売券発売！ ホームページ

《広告》はせがわ

会員アンケート（昨年６月実施）で希望が多く、新規契約！！
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《広告》孝行舎

好評販売中！ 「ＴＯＨＯシネマズパスポートチケット」（後期分）
ＴＯＨＯシネマズ各館で利用できる大変便利な映画鑑賞用「パスポートチケット（ＴＣチケット）」です。
使い方は簡単！劇場窓口で直接使用するほか、事前にインターネットで座席予約も可。チケットに記載の
ＩＤとパスワードを入力してお使いください。

利用期間 ３月３１日（土）まで 販売枚数 一会員前期・後期合わせて６枚まで

申込方法 直接ゆう窓口でご購入いただくか、電話／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・送付先（自宅ｏｒ勤務先）を明記してお申し込みください。

料 金 １枚１，１００円　大人・小人共通（一般価格１，８００円【大人】）

そ の 他

●チケット１枚につき、１作品の鑑賞が出来ます。各種割引との併用はできません。
●特別興行作品など一部ご利用できないものがあります。
●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、返金及び再発行はできません。

ホームページ☎ ゆう
窓口

チケット名 開催日程 販売期間 詳細

ルドルフ２世の驚異の
世界展 ３／１１（日）まで

ゆう窓口～２／２３まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ～２／２３まで Ｆｒｏｍ １１月号

ボストン美術館
パリジェンヌ展 ４／１（日）まで

ゆう窓口～２／２３まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ～２／２３まで Ｆｒｏｍ １１月号

プラド美術館展 ２／２４( 土 ) ～５／２７（日）
ゆう窓口～２／２３まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ～２／２３まで Ｆｒｏｍ １２月号

至上の印象派
ビュールレ ･コレクション ２／１４( 水 ) ～５／７（月）

ゆう窓口～２／２３まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ～２／２３まで Ｆｒｏｍ １月号

猪熊弦一郎展　猫たち ３／２０( 火 ) ～４／１８（水）
ゆう窓口～２／２３まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ～２／２３まで Ｆｒｏｍ １月号

世界らん展
日本大賞2018 ２／１７( 土 ) ～２／２３（金）

ゆう窓口～２／１６まで
〒／ＦＡＸ／ホームページ～２／１３まで Ｆｒｏｍ １月号

★★「美術展チケット」好評販売中 ★★ ホームページゆう
窓口

締切間近

★ブリューゲル展～画家一族１５０年の系譜～は好評完売となりました。ありがとうございました。
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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を別にお書きください）。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、必ず希望日時（番号）をご記入ください。
◆締　　切 ２月２３日（金）　〈午後５時必着〉
◆通　　知 当選者の方に３月下旬までにチケットと振込用紙を簡易書留にて（公演日に間に合うよう）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３／１２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 ２０１７」Ｐ３４をご覧ください。

ホームページ

〜原作／伊吹有喜「カンパニー」（新潮社刊）〜

レッスン　宝塚歌劇 月組公演　　
ミュージカル・プレイ『カンパニー ― 努力、情熱、そして仲間たち ―』

　ミュージカル

メリー・ポピンズ

それいけ！アンパンマン ミュージカル
「まもれ！黄金の炎」

４／１４（土）１１：００

シラノ・ド・ベルジュラック

３／２５(日）１４：００

❶４／２０（金）１８：００　❷４／２１（土）１２：００

全席指定　３，５００円
　　　　（一般料金４，５００円）

❶Ｓ席指定　	９，８００円（一般料金１３，５００円）
❷Ｓ席指定１０，８００円（一般料金１３，５００円）

Ｓ席指定　７，０００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）

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）

会場：東急シアターオーブ（渋谷）
枚数：各回６枚 (一会員２枚まで）

© 宝塚歌劇団

© やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV
昔一人の歌い手がいた。戦争が彼女から歌を奪おうとした時、歌い手とそ
の歌に惚れ込んだ仲間たちは誇りを胸に皇軍慰問の旅に出る。歌に生きた
一人の女とその歌を愛した人々の物語。
本作は今、演劇会で最も注目を集める劇団チョコレートケーキの古川健に
よる書き下ろしです。

出演：戸田恵子　鳥山昌克　髙橋洋介　岡本	篤　藤澤志帆　大和田獏

２０１８年３月　メリー・ポピンズが日本に舞い降りる！ウォル
ト・ディズニー×キャメロン・マッキントッシュ、世界最強タッ
グによるミュージカルが日本初上陸！

出演：濱田めぐみ／平原綾香（Ｗキャスト）大貫勇輔／柿澤勇人（Ｗキャスト）
　　　ほか【４／２０平原綾香　柿澤勇人　４／２１濱田めぐみ　大貫勇輔】

ショー・テント・タカラヅカ『ＢＡＤＤＹ― 悪党は月からやって来る ―』

ミュージカル界に革命を起こしたあの作品が再び―
出演：小池徹平／加藤和樹（Ｗキャスト）　神田沙也加／夢咲ねね (Ｗキャスト）
　　　凰稀かなめ／龍	真咲（Ｗキャスト）	ほか
【４／２８小池徹平　神田沙也加　凰稀かなめ　５／９加藤和樹　神田沙也加　龍	真咲】

※未就学児は入場不可

※未就学児は入場不可

※日程によって金額が違います

　トム・プロジェクトプロデュース

Ｓｉｎｇ ａ Ｓｏｎｇ

　ミュージカル

　

❶４／７（土）１６：００　❷４／８（日）１０：３０

❶５／１６（水）１８：３０　❷５／２０（日）１３：００ ❶４／２８（土）１２：００
❷５／　９（水）１８：００

Ｓ席指定　３，０００円（一般料金３，８００円）

会場：文京シビックホール	大ホール
　　　（水道橋・春日）
枚数：各回１０枚 (一会員４枚まで）

会場：日生劇場（有楽町・日比谷）
枚数：各回６枚 (一会員２枚まで）

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）

「黄金の炎」のおまつりで西部の町にやってきたクリームパンダたち。おまつり
の準備の最中にばいきんまんが黄金の炎を消してしまい、あたりは真っ暗に！助
けを呼ぶ声を聞いたアンパンマンは、西部のまちへと向かいます。

世界中で愛される純愛物語の名作が
豪華キャスト競演により美しく甦る！

出演：吉田鋼太郎　黒木	瞳　大野拓朗／白洲	迅 (Wキャスト）
　　　大石継太　石川	禅　六角精児
　　		【５／１６大野拓朗　５／２０白洲	迅】

※１歳以下の方は大人１名につき１名までひざ上無料。ただしお席が必要な方は有料。

※夕方公演にてアンパンマンとなかまたちによる
　ハイタッチ会を実施！朝公演でもアンパンマン
　となかまたちによるお見送りあり！

※未就学児は入場不可 ※未就学児は入場不可

※日程によって金額が違います

❶Ｓ席指定　８，７００円（一般料金１２，０００円）
Ｓ席指定　１０，８００円
　　　　　（一般料金１３，５００円）

❷Ｓ席指定　９，６００円（一般料金１２，０００円）

パッション

ヤ　 ツ

カンパニー

バ ッ デ ィ
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　マリア・パヘス＆シディ・ラルビ・シェルカウイ

『DUNAS−ドゥナス−』

　竹生企画第三弾

火星の二人
　タクフェス　春のコメディ祭！

笑う巨塔

３／２５（日）１１：００

３／３１(土）１４：００ ４／７（土）１５：００

４／１（日）１４：００

島津亜矢コンサート
❶３／３１（土）１１：３０
❷３／３１（土）１５：３０

❶３／２９（木）１４：００
❷３／２９（木）１８：００

❶５／１１（金）１１：００
❷５／１１（金）１５：００

Ｓ席指定　５，２００円
　　　　			（一般料金６，５００円）

Ｓ席指定　１１，０００円
　　　　　		（一般料金１４，０００円）

全席指定　５，０００円
　　　　　（一般料金６，０００円）

Ｓ席指定　１０，０００円（一般料金１２，５００円）

全席指定　５，９００円
　　　　　（一般料金８，６４０円）

全席指定　８，８００円
　　　		（一般料金１０，８００円）

Ｓ席指定　６，４００円
　　   （一般料金８，０００円）

会場：明治座（浜町）
枚数：１０枚 (一会員２枚まで）

会場：かめありリリオホール（亀有）
枚数：各回１０枚
　　　(一会員２枚まで）

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）

会場：ＮＨＫホール（渋谷）
枚数：各回１０枚 (一会員２枚まで）

会場：国立劇場　大劇場（半蔵門・永田町）
枚数：１０枚 (一会員２枚まで）

会場：東京グローブ座 (新大久保）
枚数：１０枚 (一会員２枚まで）

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

会場：浅草公会堂（浅草）
枚数：各回１０枚
　　　(一会員２枚まで）

竹中直人×生瀬勝久
個性派俳優の激突、三たび実現！

作・演出：倉持	裕　出演：竹中直人　生瀬勝久　上白石萌音
　　　　　池岡亮介　前野朋哉　高橋ひとみ　ほか

演歌界をけん引してはや５０年。皆様に感謝を込めて、さらなる飛躍を目指し、
そして歌い継がれなければならない日本の心。これからもこの先も魂を込めて
歌い続ける「北島三郎」をお楽しみに！

出　演 :北島三郎　（ゲスト）原田悠里　大江	裕　
代表曲：まつり　北の漁場　与作　兄弟仁義　風雪流れ旅　ほか

日本の伝統芸能の殿堂である国立劇場のステージに、ポップスのアーティ
ストとして唯一立つことが認められている谷村新司が、２０１３年より毎
年開催しているソロ・リサイタル。

観客の腹筋を崩壊させた、あの「わらいのまち」
で騒動を起こした張本人、松原富雄が今度は病院
に現れた！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…今作も腹筋崩壊間違いなし！！

作・演出：宅間孝行　出演：宅間孝行　篠田麻里子　片岡鶴太郎　ほか　

※未就学児は入場不可
※ご希望の時間を明記ください。

※未就学児は入場不可！

※未就学児は入場不可
※ご希望の時間を明記ください。

エキゾチックな魔法が誘う魅惑のダンス！現代フラメンコを代表する舞踊家マ
リア・パヘスがコンテンポラリーダンスの鬼才シディ・ラルビ・シェルカウイ
と共演。名実共に頂点を極めた２人が描くミステリアスで美しい世界！

※未就学児は入場不可　※ご希望の時間を明記ください。

※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※未就学児は入場不可
※日程によって金額が違います

谷村新司リサイタル2018
「THE SINGER」

三山ひろしコンサートツアー2018
～歌い継ぐ！昭和の流行歌～

五木ひろし特別公演
特別出演　坂本冬美

北島三郎コンサート2018　
歌と共に・・・

©Ｄａｖｉｄ Ｒｕａｎｏ

１９７１年から走り出して４７年ー五木ひろし劇場
公演５，０００回突破！
坂本冬美を迎えてお贈りする特別なひととき…

第一部：松竹新喜劇十八番より「紺屋と高尾」出演：五木ひろし　坂本冬美　ほか
第二部：ビッグショー

❶４／１３（金）１９：００　❷４／２１（土）１３：００
❶全席指定　６，７００円（一般料金９，０００円）

❷全席指定　７，２００円（一般料金９，０００円）




