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「ＴＯＨＯシネマズパスポートチケット」（前期分）を発売中！
映画鑑賞券

ホームページゆう
窓口

※平成３０年度より前期・後期それぞれ５枚までご購入できます。通年販売

利用期限

販売枚数

申込方法

料　　金

注 意 点

９月３０日（日）まで

一会員　前期分　５枚まで　予定枚数完売をもって販売終了。
　※後期分の販売は、9月下旬以降となります。

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（前期分）・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。

１枚１,１００円　大人・小人共通　（一般価格１,８００円【大人】）

●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。

※有馬・近江舞子・京都・淡路島・軽井沢（夏季シーズンのみ）は、土曜日・連休料金が発生します。
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Information

●ゆうの会員証提示が必要です。
●「法人サービスカウンター」（東京ドームシティ ミーツポート２F）
●午前１０時～午後７時
●☎０３ー３８１７ー６３６４
●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下記
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。（TDCグルメチケット、トリートメント＆ビューティ利用券は除く）
＊チケットにはすべて有効期限がございます。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

得１０チケット 最大 ６, ２００円（相当） ２, ５００円
 ３, ０００円（相当） ２, ６００円

※土・日・祝日・特定日および深夜は要割増  ２, ８５０円 １,９６０円

トリートメント＆ビューティー利用券  １, ０００円 ９００円

 １, ０００円 　９００円
１, ２００～１, ８００円 ９００～１, ３５０円

便利です！便利です！便利です！便利です！

購入方法

場 所
営業時間
お問合せ
お支払方法

商品名 定価相当 会員価格

●としまえん「のりもの１日券」では、プールへの入場はできません。
　「のりもの１日券」をお持ちの方は、当日現地窓口で差額（大人 1,500 円　子ども 1,100 円）
  を支払えば「夏の一日券」（プール可）に引換できます。
　としまえんへ直接お問い合わせください。　

●「朝日スポーツクラブ　BIG-S 竹の塚」の利用券は完売しました。

※商品は一例です。

東京ドームホテルレストランランチ券
スパ ラクーア入館券

スパ ラクーア

TDCグルメチケット
宇宙ミュージアムTeNQ入館引換券

〇舞子高原ホテル・舞子高原ロッジが会員証提示で割引料金利用の「指定店」に加わりました。
　ご予約・問い合わせは０２５－７８３－３５１１（受付午前８時～午後５時）＊ゆう窓口にチラシあり
〇江戸川ラインゴルフ　松戸コースが会員証提示で割引料金利用の「指定店」に加わりました。

〇H・I・Sベネフィットセクションが割引料金利用の「指定店」に加わりました。
　特典予約専用ダイヤルへお電話のうえ、「足立区勤労福祉サービスセンター会員」とお伝えください。
　ぜひ夏休みのご旅行プランにお役立てください。
　＊特典予約専用ダイヤル：国内旅行 ０５７０－３００－８９０／海外旅行０５７０－３００－３９０

①専用サイト https://www.his-benefit.com/index.php?sub=2685831051&company id=dpef5yr496

②QR コード↓

住所（電話） 松戸市上矢切１７１７　　TEL０４７-３６２-４１０１

１日料金のみ

１日料金のみ

・一律３００円引きです。
・左記料金は季節によって変更があ
　ります。
　他の優待・割引等との併用はでき
　ません
〇対象者：会員（本人）とその家族

料　　金
（対象者）

曜　日 会員料金 一般料金 備　　考

平　日

土・日・祝

４,３５０円

６,９００円

４,６５０円

７,２００円



ー 12 ー

１万３０００年前から約１万年にわたって続いた縄文時代には、いま私たちが暮らす日本列島の景観が整い、人々は
この自然環境を生かして狩猟や漁労、採集を行っていました。日々の暮らしの中で作り出された土器や石器、土偶や
装身具などは、力強くも神秘的な魅力を持っています。本展は、「縄文の美」をテーマに国宝の「火焰型土器」や「中空土偶」
をはじめ、時期や地域を超えて優品を集め、その形に込められた当時の人々の技や思いに迫ります。

こどもたちのデザインマインドを育む番組ＮＨＫ Ｅテレ「デザインあ」。本展はそのコンセプトを体験の場に発展さ
せた展覧会です。身の回りにあるモノ・コトから概念までテーマをほりさげ、未来を担うこどもたちに、「みる」「考える」
「つくる」ことの豊かさを体感してもらいたいとの願いを込めてお届けします。

世界的人気ロールプレイングゲーム「フャイナルファンタジー」シリーズのイメージイラストをはじめ、装幀画、舞
台美術など多彩に活躍する天野喜孝。本展は、タツノコプロ時代の作品から「フャイナルファンタジー」の原画、90
年代後半から制作を続けるファインアートの大型作品まで約 200 点を出展し、天野喜孝のフャンタジーと現代のテク
ノロジーを融合した、過去にない最大規模の体感型展覧会です。

「縄文―１万年の美の鼓動」

「デザインあ展ｉｎＴＯＫＹＯ」

●ゆう窓口販売　　　　　　　　　10月 12日（金）まで
●ハガキ /ＦＡＸ/ホームページ　 10月 5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

７月１９日（木）から１０月１８日（木）まで
○午前１０時～ 午後５時　土曜日、祝前日
    ※入場は閉館の３０分前まで

日本科学未来館　（東京・お台場）
〇大人券（１９歳以上）　　　１、１００円（当日券　１,６００円）
〇中人券（小学生～ 18歳以下）　６００円（当日券　１,０００円）
〇小人券（3歳～小学生未満） 　　３００円（当日券　５００円）
※２歳以下 , 障害者手帳をお持ちの方本人および付き添いの方 1名は無料。
※常設展もあわせてご覧いただけます。　※ドームシアターは別途料金（要予約）
※会場の混雑状況により入場整理券の配布、または入場を規制する場合があります

７月３日（火）から９月２日（日）まで
○午前９時３０分～午後５時　　　
　金・土曜は午後９時まで
○休館日…月曜日（ただし７／１６、８／１３は開館）、７／１７（火）
東京国立博物館　平成館　（東京・上野公園）
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　
※障がい者とその介護者 1名は無料 (入場の際に障がい者手帳などをご提示ください )

●ゆう窓口　　　　　　　　　　　８月３１日（金）まで
●ハガキ・FAX・ホームページ　　８月２４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

会　　場

料　　金

申込方法

開催日時

会　　場

料　　金

申込方法

開催日時

会　　場

料　　金

申　　込
販売方法

国宝　火焰型土器
新潟県十日町市　笹山遺跡出土
新潟県・十日町市蔵（十日町市博物館保管）

特別展

企画展

日曜および７／１６は午後６時まで　
※入館は閉館の 30分前まで

（9/16・23、10/7）、8/10 ～ 18は午後８時まで開館。
※常設展は午後 5時に終了。

○休館日…９/４・１１・１８・２５、１０／２・９・１６（いずれも火曜）

と天野喜孝の世界展FINAL　FANTASY

８月１０日（金）から９月２日（日）まで
○午前１１時～午後６時　(入場は閉館の３０分前まで )
※会期中無休

池袋・サンシャインシティ　文化会館ビル３Ｆ 展示ホールＣ

一般　　　　　　　 １,４００円（当日券　２,０００円）
中学生以下　　　　　　５００円（当日券　１,０００円）
※３歳未満は無料。

●ゆう窓口販売　　　　　　　　 ８月８日 (水 ) まで
●ハガキ /ＦＡＸ/ホームページ　８月８日 (水）午後 5時必着
●一会員５枚まで　　　　㊟ 完売をもって販売終了

FINAL FANTASY 
Ⓒ1987 SQUARE ENIX CO., LTD.All Rights Reserved.
IMAGE ILLUSTRATION: Ⓒ1987 YOSHITAKA AMANO
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国立科学博物館では初となる「昆虫」をテーマとした本特別展では、昆虫の驚くべき世界を多様な昆虫標本と展示演
出で紹介します。昆虫の生態、多様な機能、他の生物とのかかわりなどといった幅広い視点から迫るとともに、躍動
する昆虫研究の最前線についても紹介し、その研究の成果が現代社会の様々な場面で活かされていることについても
触れます。

石洞美術館の所蔵作品の中から、宗教的な書画、江戸時代および清朝の
書画、近現代の日本画、インドの細密画に加え、北斎・広重の千住にか
かわる版画など約 70点の書画を展示致します

特別展「昆虫」

７月１３日（金）から１０月８日（月・祝）まで
●午前９時～午後５時　金・土曜日は午後８時まで
８／１２（日）～１６（木）、１９（日）は午後６時まで
※最終入場は各閉館時刻の３０分前まで
※開館時間や休館日については変更する可能性があります。
●休館日…７/１７（火）、９/３（月）・１０（月）・１８（火）・２５（火）

国立科学博物館　（東京・上野公園）

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）
※就学児童および障がい者手帳をお持ちの方とその介護者 1名は無料。

●ゆう窓口販売　　　　 　　　　１０月　５日（金）まで
●ハガキ /FAX/ ホームページ　　　９月２８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

会員証提示で入館できる石洞美術館のご案内

「石洞山人のまなざし－館蔵書画展－」

画像：小杉放菴《雲》
1950 ～ 60年代

８月５日（日）まで
〇午前１０時　～　午後５時　（入場は閉場の３０分前まで）
〇休館日　月曜日　※７月１６日（月・祝）は開館、7月 17日（火）は休館

会員証提示で　一般大人　２５０円（通常５００円）　　
　　　　　　　学　　生　１５０円（通常３００円）
※小学生以下（要引率者）及び６５歳以上の方、障がい者手帳をお持ちの方は無料（入場の際は各証を提示ください。）

開催日時

開催日時

会　　場

料　　金

料　　金

申込方法

チケット名 開催日程 販売期間 詳細

From ５月号

From ６月号

From ６月号

☆☆「美術展チケット」好評発売中　☆☆

ミケランジェロと理想の身体

モネ　それからの100年

没後50年　藤田嗣治展

９／２４(月・休)まで

９／２４(月・休)まで

１０／８(月・祝)まで

窓口～９／２１まで
〒/FAX/ホームページﾞ～９／１４

窓口～９／２１まで
〒/FAX/ホームページ～９／１４

窓口～１０／５まで
〒/FAX/ホームページ～９／２８

★チケット完売のお知らせ★　「ミラクル・エッシャー展」「ルーヴル美術館展」のチケットは好評完売
　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（番号）をご記入ください。
◆締　　切　　７月２５日 (水）　<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「　　 利用ガイド 2018」P38 をご覧ください。利用補助

世良公則
アコースティック・ソロライブ　O-Kiraku Live 2018

9/9（日）16：00

９/８（土）17：00

全席指定５,０００円
（一般料金　6,200 円）

会場 : シアター 1010（北千住）
枚数：２０枚 ( 一会員２枚まで）
＊未就学児は入場不可

アコースティックギター１本とは思えないほどの
迫力のギターと、唯一無二の歌声で聴衆の心を鷲掴みにし続けている。カ
ヴァー曲、ツイスト時代の名曲を織り交ぜ、熱く燃えるステージは必見。

演出：宮本亜門　
出演：市村正親（10/18）/鹿賀丈史（10/27）《Wキャスト》
市原隼人　小西遼生　May’n　唯月ふうか　山西 惇　ほか

作：W. シェイクスピア　訳：河合祥一郎　
演出：井上尊晶　音楽：松任谷正隆
出演：中村芝翫　檀 れい　神山智洋（ジャニーズWEST）ほか

ミュージカル史に燦然と輝く不朽の名作が、“新プリンセス”を迎えて生まれ変わる‼
出演：朝夏まなと（9/20）/ 神田沙也加（9/30）《Wキャスト》
寺脇康文（9/20）/ 別所哲也（9/30）《Wキャスト》
相島一之　今井清隆　平方元基　春風ひとみ　伊東弘美　前田美波里　ほか

海辺のコテージに移り住んだ夫婦の元へ数十年ぶりに女友達が訪ねてきた。
人生の後半に差し掛かった 3人の元物理学者。昔のように語らい、踊り、冗談を言い合
う 3人の背景が明らかになるにつれ、次第に色濃くなるお互いの立場。
彼らに迫る決断の時。そして彼らの下す結論とは・・・。
出演：高畑淳子　鶴見慎吾　若村真由美

MUSICAL

帝劇９月公演

My Fair Lady
マイ・フェア・レディ

❶9/20（木）18：00　❷9/30（日）12：00

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）
＊未就学児は入場不可

この公演はHPからの申し込みはできません。
ハガキ/FAXにてお願いします。

Othello
オセロー

会場：新橋演舞場
　（東銀座・築地市場駅）
枚数：各回１０枚
　(一会員２枚まで）

ダイワハウスpresennts　　　黒澤明　没後 20年記念作品

生きる IKIRU

❶S席指定９,５００円

❷S席指定１０,５００円

パルコ・プロデュース 2018  

チルドレン

会場：世田谷パブリックシアター
　　　（三軒茶屋）

全席指定５,３００円

S席指定 10,300円（一般料金 12,500 円）

＊❶9/20 公演のみプチギフト付き
＊❷9/30 公演は大千秋楽です

（一般料金８,000 円）A席指定 8,０００円

会場 : 帝国劇場
　　（有楽町・日比谷）
枚数：２０枚
　　　(一会員２枚まで）

❶9/8（土）16：00　❷9/9（日）11：00

一等席指定８,２００円 （一般料金 12,500 円）

❶10/18（木）18：30　❷10/27（土）12：30

会場：赤坂ACTシアター（赤坂）
枚数：各回６枚 (一会員２枚まで）

（一般料金 13,000 円）

（一般料金 13,000 円）

9/15( 土）13:00

（一般料金 7,500 円）

＊未就学児は入場不可　
＊車椅子席ご希望の場合は申し込みの際、その旨をご記載ください。

＊未就学児は入場不可

作・構成・演出：ジャニー喜多川　出演：東宝HPにてご確認ください。　　　　

枚数：１０枚 (一会員２枚まで）

Ⓒ平野タカシ

＊定価での販売となります。＊当選者への発送は８月６日以降です。

DREAM  BOYS
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怪人降臨。東京にオペラ座の怪人が帰ってくる！絶望に生きる男、希望
に生きる女。愛するが故の悲劇。これが原点！究極のクラシック・ミュー
ジカル、待望の日本公演！　　　　　
脚本・作詞：ケン・ヒル

バレエ界の鬼才、マシュー・ボーンの最新作！愛を見つけても突如として奪わ
れる―魔法のような夜に出会い恋に落ちた 2 人はロンドン大空襲の中、引き裂
かれる。マシュー・ボーンが贈るスリリングで刺激的なラブストーリー！　
演出・振付：マシュー・ボーン

２０１８年７月で満６０歳。一周回って生誕時に帰るという“還暦”のタイミングで、
恋愛運が最高だと言われたこの年に、今なお諦めない結婚への強い思いを表明すべく、
再び「婚前披露宴」を開催します。前回よりも１０年分熟成した久本雅美を今回は更に
日本全国に撒き散らします！　
出演：久本雅美　松崎しげる　いとうあさこ　ナジャ・グランディーバ /柴田理恵　梅
垣義明　大久保ノブオ　タマ伸也 /松尾貴史

大河ドラマ「篤姫」「江～姫たちの戦国～」の音楽を担当した作曲家、吉俣良氏を迎え
ての特別公演。彼の手掛けた作品を中心に、オーケストラにとってもゆかりの深いイ
タリア映画の名作など、誰もが知るドラマや映画の名シーンを、お楽しみいただける
一日限りのスペシャルなコンサート！
演目：「篤姫」「江～姫たちの戦国～」「冷静と情熱のあいだ」「Ｄｒ．コト－診療所」「ロー
マの休日」「風と共に去りぬ」ほか

観ているうちに誰もがエネルギーをもらい劇場から出るときにはスキップしたくなる…そんな
希望と夢とパワーを詰め込んだステージをベテラン・スターたちがお届けします。
１部：ミュージカル仕立てのヒューマンドラマ　２部：生バンドで奏でるレビューショー！　
出演：金井克子　前田美波里　中尾ミエ　尾藤イサオ　ほか　　　　　  

一、芝居　大笑い！おかしなおかしな「男の花道」
二、歌謡ショー　研ナオコ・梅沢富美男歌謡ショー
三、舞踊ショー　華の舞踊絵巻
出演：梅沢富美男　研ナオコ　小松正夫　小川菜摘　門戸竜二　岩佐美咲　小野寺丈　梅沢武生

昨年好評の幕を閉じた「ON and ON」第２弾！今年も葛飾から開幕！
ドラマ・舞台・歌手と多岐にわたり活躍を続ける中村雅俊。特別な空間、
日常から離れたひと時をお楽しみください。

抜群の歌唱力で人々を魅了し続ける実力派シンガー岩崎宏美。あの名
曲から最新の曲まで…マドンナの歌声をどうぞお楽しみください！
予定曲：聖母たちのララバイ　思秋期　ロマンス　ほか

ミュージカル
オペラ座の怪人

～ケン・ヒル版～
シンデレラ

会場：東急シアターオーブ（渋谷）
枚数：8枚 (一会員 2枚まで）

マチャミの婚前披露宴
還暦過ぎてもヨロちくび～！

＊未就学児は入場不可

ローマ・イタリア管弦楽団
Produced By 吉俣良

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）
＊未就学児は入場不可

梅沢富美男劇団特別公演

会場：明治座（浜町）
枚数：各回１０枚
　　 (一会員２枚まで）
＊未就学児は入場不可

THE レビュー
カーテンコールをもう一度！2018

会場：EXシアター六本木
　（六本木・乃木坂）
枚数：１０枚　
　(一会員２枚まで）　　
＊未就学児は入場不可

東建コーポレーション　Presents

中村雅俊コンサートツアー 2018
「ON and ON」season2

会場：かつしかシンフォニーヒルズ
　　　モーツァルトホール（青砥）
枚数：１０枚 (一会員２枚まで）
＊未就学児は入場不可

会場：かつしかシンフォニーヒルズ
　　　モーツァルトホール（青砥）
枚数：１０枚 (一会員２枚まで）
＊未就学児は入場不可

岩崎宏美コンサートツアー2018

マシュー・ボーンの

9/8（土）17：00
S席指定９,５００円

（一般料金 11,800 円）

会場：東急シアターオーブ（渋谷）
枚数：１０枚 (一会員２枚まで）
＊未就学児は入場不可　チケットは一人 1枚必要

＊生演奏　英語上演　日本語字幕あり

10/10（水）18：30
S席指定９,１００円

（一般料金 12,800 円）

＊未就学児は入場不可
＊車椅子席ご希望の場合は申し込みの際、その旨をご記載ください。

9/29（土）17：30
S席指定６,５００円

（一般料金 8,500 円）
会場：東京国際フォーラムC

枚数：１０枚 (一会員２枚まで）

9/8（土）19：00
S席指定５,７００円（一般料金

7,500 円）

❶9/1( 土）11：00　❷9/23（日）11：00
S席指定８,９００円

（一般料金 12,000 円）

9/7（金）13：00
全席指定８,０００円（一般料金 10,000 円）

＊お土産付

前回公演より

9/29（土）17：00
S席指定５,０００円

（一般料金 6,500 円）

9/14（金）18：30
全席指定４,８００円

（一般料金 6,000 円）

（有楽町・日比谷）
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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鴨川シーワールド ８月感謝月間のお知らせ
“鴨川シーワールド”が期間限定で、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！

300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３０年８月１日（水）～８月３１日（金）

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）
　　　　 小人（４歳～中学生）  

２，０００円×　　　　名

  
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

●有効期間：８月１日（水）～３１日（金）
●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」も併せて利用しますと、特別料金からさらに

国立演芸場入場券　販売中
～落語・講談・漫談等を楽しんで頂けるようゆう窓口で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
上記の公演は共通してご利用できます。（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/ ）
※公演演目は前月上旬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 ゆう窓口、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３１年３月中席期間まで

（ただし１月は中席のみ）
※ 7/1（日）は休演


