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●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
※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

平成３１年１月１８日（金）【６日目】

両国国技館（両国）

イスＡ席　７,０００円（一般料金　８,５００円）
募集席数３０席

　大相撲一月場所の観戦チケットのご案内です。入手困難なチケットです。迫力のある本場所をお楽
しみください。今回は募集席数を１０席増やし、３０席としました。

ハガキ・ＦＡＸ・ホームページにて下記の必要事項を記入してお申し込みください。
「大相撲一月場所」・会員番号・会員氏名・送付先（自宅 or 勤務先）・電話番号・枚数
※一会員　４枚まで

日 程

会 場

料 金

申込方法

１１月２６日（月）午後５時必着

応募者多数の場合は抽選。当選者にのみ１２月中旬にチケットを簡易書留で送付いたします。
落選者への通知はありません。

締 切

そ の 他

大相撲一月場所観戦チケット
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ホテル椿山荘東京ホテル椿山荘東京「イヤーエンドブッフェ 2018」１会員６枚まで

文京区関口2-10-8　　交通：東京メトロ有楽町線「江戸川橋」１ａ出口徒歩約１０分

今年のメインは贅沢食材で作る海鮮丼とローストステーションでご提供する肉料理等
ホテル椿山荘東京恒例の「イヤーエンドブッフェ 2018」を開催します。

平成３０年１１月２９日（木）～１２月２８日（金）

○受付 18：30～　
○お食事 19：00～ 21：00（120 分制）

０３-３９４３-１１４０　　

○大　人　８,０００円（通常料金 9,000 円）
○小学生　３,２００円（通常料金 3,800 円）
○幼　児　１,６００円（通常料金 2,200 円）３歳以上
金額は、税・サービス料が含まれます。

和洋ブッフェ
フリードリンク（ビール、赤・白ワイン、焼酎、ウィスキー、ソフトドリンク）

※日によって時間が異なる場合がございます。
※配席はホテルに一任となります。
※最少催行人数に満たない場合は、開催を取りやめる場合がございます。

（9:00～20:00）

開催期間

時　　間

予 約 先

利用料金

内　　容

そ の 他

食事チケット　ご案内中です
●第一ホテル東京・第一ホテルアネックス

●帝国ホテル

●浅草ビューホテル

From詳しくは「　　　　」10月号をご覧ください。

From詳しくは「　　　　」10月号をご覧ください。

From詳しくは「　　　　」10月号をご覧ください。

～平成３０年１２月３０日まで

～平成３０年１２月３０日まで

～平成３０年１２月３０日まで

料理写真

～洗練された料理を楽しむ、贅沢なひととき～
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●　　窓口　　　　　　　　　　　　　　　　
●電話 /ハガキ /ＦＡＸ/ホームページから会員番号・氏名・チケット名・枚数・
　送付先（自宅 or 勤務先）を明記してお申込みください。

利用期間 平成３１年３月３１日（日）まで

一会員　後期分　８枚まで　（完売をもって販売終了）

そ の 他

●チケット申込後のキャンセル・枚数変更はできません。
●宿泊施設をご利用の方は直接「予約センター」へお申込みください。
　宿泊の場合、入場券１泊２日で１人２枚（２泊３日で３枚）必要です。
　（詳しくは　　　利用ガイド２０１８　Ｐ２０参照）

販売枚数

申込方法

料　　金 １枚　７００円　　  （大人通常料金　３,５００円）
※３歳以上から有料  （幼児通常料金　１,６００円）

新鮮な魚貝類から作りだされる
本物の味を宮城県女川からお届けします。

商　　品
商品内容
（Ａ）笹かまぼこ：１１枚（吉次３枚・石持４枚・チーズ笹かまぼこ４枚）
（Ｂ）笹かまぼこ：１０枚（吉次４枚・石持３枚・チーズ笹かまぼこ３枚）
　　　あげかま　： ８枚（たかまさ・五目・海老・貝柱・各２枚）
㊟賞味期限：笹かまぼこ・あげかま：出荷日+６日　＊クール便にて配達します

（Ａ）２,１００円　（一般料金２,８８９円）
（Ｂ）２,８００円　（一般料金３,７８９円）
（Ａ）（Ｂ）とも送料・税込
（Ａ）（Ｂ）合わせて１会員２口まで
１２月２５日（火）～2７日（木）の発送となります。
上記日程のお受け取りができる方の申込をお願いします。

１１月３０日（金）午後５時必着
１２月３日（月）頃に送付する払込み票にて、到着後１週間以内にお支払いください。

《笹かまぼこ》《笹かまぼこ》

笹かまぼこ詰め合わせ

支 払 い

申込方法
お届け先

締　　切

商品発送

申込口数

料　　金

A B

ハガキ /FAX/ ホームページで①～⑤を明記の上、お申し込みください。
①味の宅配便「笹かまぼこ」申込み　②会員番号　③会員氏名　④送り先　⑤送り先ごとの口数
●送り先の書き方　ご本人の場合…自宅 or 事業所を明記
　　　　　　　　　ご本人以外の場合…送り先の「郵便番号・住所・氏名・連絡先電話番号」を明記
●口数の書き方　　送り先ごとに（A）（B）それぞれの口数を明記
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2019年、日生劇場にファントム登場。2014年日本で初演を迎えた『オペラ座の怪人』続編であ
る『ラブ・ネバー・ダイ』。熱い声援に後押しされて再演が決定致しました。新たな楽曲が加わり
更なる進化を遂げた『ラブ・ネバー・ダイ』が2019年の幕開けを飾ります。
出演：市村正親（1/20）/石丸幹二（1/17）《Ｗキャスト》　平原綾香　ほか

新たな春の到来を華やかに彩る―バレエと弦楽アンサンブルの生演奏で贈る、新年にこ
そ観たい、聴きたい、あの名作！出演：キエフ・クラシック・バレエキエフ・クラシッ
ク弦楽アンサンブル
予定プログラム：チャイコフスキー「くるみ割り人形」より“花のワルツ”　「白鳥の
湖」より“グラン・パ・ド・ドゥ”　プロコフィエフ「ロミオとジュリエット」より
“バルコニーのパ・ド・ドゥ”　ほか

2018年8月よりWOWOWプライムでスタートした「おしゃべりアラモード
～森山良子と清水ミチコとプラスワン～」。森山良子と清水ミチコが、月替わ
りのお仲間と送るご婦人救済バラエティです。視聴者から寄せられた相談に耳
を傾け、自由気ままにおしゃべりを繰り広げる…そんなお二人がスタジオから
場所を移し、番組連動イベントを開催。ライブあり、トークあり盛りだくさん
の企画です。

ブロードウェイやウエストエンドで活躍する、超一流キャス
トによる歌。そして王道ミュージカル作品から選ばれる華や
かな曲が目白押しの、お正月にぴったりなコンサートです。
予定プログラム：『雨に歌えば』『王様と私』『サウンド・オ
ブ・ミュージック』『キャッツ』　ほか

軽快なタッチで描く新作コメディと数々のヒット曲で魅せる歌謡ショ
ー。歌手生活50周年の集大成として贈る、前川清渾身のステージ！！
出演：前川 清/松居直美　奈良富士子　純烈　紘毅　渡辺 哲　ほか

ミュージカル

ラブ・ネバー・ダイ
❶1/17(木）18：30　❷1/20（日）12：30

会場：日生劇場（日比谷・有楽町）
枚数：各回10枚(一会員２枚まで）
＊未就学児は入場不可

新春浅草歌舞伎
❶1/12(土）11：00　❷1/13（日）15：00

会場：浅草公会堂（浅草）
枚数：各回10枚
　　（一会員２枚まで）

出演：尾上松也　ほか
演目：鋭意選定中

初春バレエ祝賀コンサート
❶1/6( 日）11：30　❷1/6（日）15：00

会場：東京オペラシティ　
　　　コンサートホール（初台）
枚数：各回10枚(一会員2枚まで）
＊未就学児は入場不可

ＰＧＦ生命　presents

『ニューイヤー・ミュージカル・コンサート 2019』
1/6（日）13：00

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

TULIP
CONCERT TOUR 2018 is There

12/29（土）16：30
全席指定　6,000円

追加公演決定！！「心の旅」「青春の影」「虹とスニーカーの頃」
などの名曲とともに全国ツアーを開催。

藤井フミヤ
武道館 LAST COUNTDOWN PARTY 2018～2019
12/31（月）22：30

会場：日本武道館（九段下）
枚数：10枚（一会員 2枚まで）

初夢フェスin 武道館～ライブでアラモード～
清水ミチコ・森山良子

1/2（水）16：00

会場：日本武道館（九段下）
枚数：10枚(一会員２枚まで）
＊４歳以上有料

前川清特別公演
❶1/26（土）11：00　❷1/27（日）11：00

＊6歳以上有料　5歳以下入場不可

50周年記念

前回公演より　©下坂敦俊

＊日程により金額が違います。

＊詳細は松竹のホームページでご覧下さい。

❶Ｓ席指定　 9,000円
❷Ｓ席指定　10,300円

一席指定　6,700円
（一般料金　9,000円）

全席指定　3,000円
＊必ず希望時間をご記入ください。

（一般料金　4,500 円） S席指定　7,000 円
（一般料金　10,000 円）

会場：東京国際フォーラム　
　　　ホールA（有楽町）
枚数：10枚（一会員2枚まで）
＊未就学児は入場不可

（一般料金　7,800 円）

指定席　7,000円
（一般料金　9,000円）

（一般料金　7,800円）
全席指定　6,000円
＊お土産付

会場：明治座（浜町）
枚数：各回10枚（一会員2枚まで）

S席指定　8,600円
（一般料金　12,000円）

（一般料金　13,000円）

（一般料金　13,000円）

＊深夜公演につき、未就学児入場不可

恒例のカウントダウンライブが、
今年「伝説」となる。
その瞬間を一緒に創り、見届けよう！！
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《広告》シアター1010

《広告》はせがわ

足立区内公衆浴場回数券販売中

足立公衆浴場組合に加入している公衆浴場の回数券を割安で販売しています。

１１枚つづり４, ０００円（通常価格　５, ０６０円）
一会員年度内　６冊まで
※現在販売中の回数券の使用期限は、2019年６月末日です。
※ゆう窓口以外のご注文は、代金引換郵便での送付となり、
手数料がかかります。（利用ガイド「ゆう」2018 P6 をご覧ください。）

熱いお湯が恋しい季節になりました。

足立区内公衆浴場回数券販売中


