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リフト1日券

ア ク セ ス

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
開設期間予定　４月７日（日）まで

３,０００円（一般料金３,５００円）　
２,０００円（一般料金２,５００円）

大　人（中学生以上）
子ども（4歳～小学生）・シニア（55歳以上要証明書）

　　　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

リフト1日券

ア ク セ ス

猪苗代スキー場(中央×ミネロ)　 福島県耶麻郡猪苗代町　　☎０２４２－６２－５１００
開設期間予定　３月２４日（日）まで

４,０００円（一般料金４,７００円）　
３,０００円（一般料金３,９００円）未就学児は無料（保護者同乗）

大　人（中学生以上）
子ども（小学生）

　　　JR磐越西線「猪苗代駅」より無料シャトルバス有(予約不要)
　　　磐越自動車道　猪苗代磐梯高原ICより約１０分

リフト1日券

ア ク セ ス

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
開設期間予定　３月３１日（日）まで
３,２００円（一般料金４,２００円）　
２,５００円（一般料金３,２００円）
２,８００円（一般料金３,５００円）

大　人（中学生以上）
子ども（5歳～小学生）
シニア（60歳以上要証明書）

　　　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

ア ク セ ス

栂池高原スキー場 長野県北安曇郡小谷村栂池高原　　☎０２６１－８３－２２５５
開設期間予定　５月６日（月・休）まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ゴンドラ＆リフト1日券　　　　　　　　

 

大人（中学生以上）４,２００円（一般料金５,１００円）　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

小児（小学生）　　２,５００円（一般料金３,０００円）

　　　北陸新幹線「長野駅」より特急バスで８０分 ・ 白馬直通バス（新宿→白馬→栂池高原）
　　　関越自動車道（藤岡JCT）→上信越道長野ICよりR１９ほか　約４時間

ア ク セ ス

白馬岩岳スノーフィールド場 長野県北安曇郡南白馬村北城　　☎０２６１－７２－２４７４
開設期間予定　３月３１日（日）まで

　　　北陸新幹線「長野駅」より特急バスで６０分 ・ 白馬直通バス（新宿→白馬→岩岳）
　　　関越自動車道（藤岡JCT）→上信越道長野ICよりR１９ほか　約４時間

3/17まで

3/17まで

3/18～3/31
ゴンドラ＆リフト券ランチ 1,000円券付　大人（中学生以上）２,７００円（一般料金３,２００円）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

小児（小学生）　　１,４００円（一般料金１,６００円）
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

リフト1日券

ア ク セ ス

シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳
小海リエックス・スキーバレー

長野県南佐久郡川上村御所平　　　　 ☎０２６７－９１－１００１
長野県南佐久郡小海町豊里５９０７　　☎０２６７－９３－２５３７
開設期間予定　シャトレーゼ：３月３１日（日）まで • 小海：４月上旬まで

　　　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　八千穂高原ICより約１８分

大　人

子ども（小・中学生）・マスター（５０歳～５９歳）

※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。

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）

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）

ゴンドラ＆リフト券ランチ 1,000円券付　大人（中学生以上）４,４００円（一般料金４,７００円）　
小児（小学生）　　２,８００円（一般料金３,２００円）3/18～5/6

ゴンドラ＆リフト1日券　　　　　　　　 大人（中学生以上）３,７００円（一般料金４,４００円）　
小児（小学生）　　２,２００円（一般料金２,６００円）
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　２７回目を迎える本フェスティバルは、国内外の様々なブランド・産地の展示コーナーをはじめ、ステージでの著名人によ
るトークイベントもお楽しみいただけます。また、２５０を超える窯元・作家の販売コーナーでのお買い物や国内最大級のコ
ンテストなど、日々の食卓を彩るヒントが満載で、感性豊かな潤いのある生活の楽しみ方を提案します。

●ゆう窓口販売　　　　　　　　２月　１日（金）まで
●ハガキ/ＦＡＸ/ホームページ　１月２５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

申込方法

料　　金

２月３日（日）から２月１１日（月・祝）まで〔９日間〕
○午前１０時～午後７時
※初日は午前１１時開場、最終日は午後６時閉場
※入場は閉場の１時間前まで

東京ドーム（水道橋）

一　般　１,１００円（当日券２，１００円）　
※小学生以下は無料（但し大人の付き添いが必要）

　２９回目を迎える今回は、イベント名称を変更し、蘭だけでなく、バラやチューリップなどの花々や、多肉植物などの緑を
取り入れた「花と緑の祭典」へと大幅にリニューアルをして開催いたします。

●ゆう窓口販売　　　　　　　　２月１４日（木）まで
●ハガキ/ＦＡＸ/ホームページ　２月　８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

申込方法

料　　金

世界らん展2019　－花と緑の祭典ー

２月１５日（金）から２月２２日（金）まで　〔８日間〕
○午前１０時～午後９時
※１５日（金）は１２時開場
※１７日（日）・１８日（月）・２２日（金）は午後５時３０分閉場
※入場は閉場の３０分前まで

東京ドーム（水道橋）

一　般　１,１００円（当日券２,２００円）　
※中学生以下は、無料
（但し、中学生は要学生証提示、小学生以下は要保護者同伴）

テーブルウェア・フェスティバル2019

　世界一有名なクマ「プーさん」は、１９２６年にイギリスで生まれました。物語を書いたA.A.ミルンとイラストを描いたE.H.シ
ェパードの共作によって生まれた機知とユーモアあふれる世界は、いまも世界中の人々を魅了し続けています。プーさんの原画
を世界最大規模で所蔵するヴィクトリア・アンド・アルバート博物館から、「クマのプーさん展」が日本にやってきます。

●ゆう窓口販売　　　　　　　　２月２２日（金）まで
●ハガキ/ＦＡＸ/ホームページ　２月１５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

申込方法

料　　金

２月９日（土）から４月１４日（日）まで
〇午前１０時～午後６時　※入館は午後５時３０分まで
　毎週金曜・土曜日は午後９時まで※入館は午後８時３０分まで
○休館日…２/１９（火）、・３/１２（火）

Bunkamura ザ・ミュージアム　（渋谷・東急本店横）

一　般　　　９００円 （当日券　１,５００円）
大高生　　　５００円 （当日券　　 ９００円）
中小学生　　３００円 （当日券　　 ６００円）
※中高大学生は要学生証
※障がい者手帳のご提示で割引料金あり。詳細は現地窓口でお尋ね下さい。

～暮らしを彩る器展～

Bunkamura30周年記念 クマのプーさん展
＜ふるさとイギリスから、会いに行くよ＞

「枝には、ハチミツのつぼが10な
らんでいて、そのまんなかに、プ
ーが…」、『クマのプーさん』第
9章、E.H.シェパード、ラインブロ
ックプリント・手彩色、1970年 
英国エグモント社所蔵© E H 
Shepard colouring 1970 and 1973 
© Ernest H. Shepard and Egmont 
UK Limited
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☆☆「美術展チケット」好評発売中　☆☆
チケット名 開催日程 販売期間 詳細

★チケット完売のお知らせ★　「ふるさと祭り東京 2019」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。

〒120-0011 東京都足立区中央本町1-19-2（足立区役所横）

0120-81-5548
株式会社 孝行舎
http://koukousya.co.jp/

ご家族様の想いをカタチに…
ご予算やご要望をお聞かせください
ご相談・ご質問だけでもかまいません

お住まいの地域や人数（会場）、お料理・返礼品などご要望によって価格差が大きい品目は、各ご葬家の意向に沿う内容をご提案させていただいております

は い、 こう こう し ゃ

深夜・早朝でもご遠慮なくお電話下さい
24時間365日受付 寝台車がお迎えにまいります

福祉葬
生活保護

受給者様対象
～心を込めてお手伝い

いたします～

0円

直 葬
通夜・告別式を
行わないプラン

ゆう会員様 優待価格

198,000円

通常価格 220,000円(税抜）

一日葬
告別式のみを
行うプラン

ゆう会員様 優待価格

通常価格390,000円(税抜）

家族葬
通夜・告別式を
行うプラン

ゆう会員様 優待価格

通常価格 550,000円(税抜）

足立区勤労福祉
サービスセンター会員様
ご優待あり��
孝行舎葬儀セット金額より
10％OFF
※必ず初回TEL時に「ゆう
会員」様であることをお伝
えください。事後の場合、
割引のご対応ができかねる
場合がございます

(税抜）

351,000円

(税抜）

495,000円

(税抜）

プランにより生花祭壇・お棺(きれいな布張棺)・収骨容器・寝台車・納棺師・ドライアイス・各手続き代行・
遺影写真・霊柩車・仏具・白木位牌・枕飾り・骨飾りなど、最低限必要な品目が入っています

《広告》株式会社 孝行舎

　本展では、春朗期（20～35歳頃）、宗理期（36～46歳頃）、葛飾北斎期（46～50歳頃）、戴斗期（51～60歳頃）、為一

期（61～74歳頃）、自由な発想と表現による肉筆画に専念した画狂老人卍期（75～90歳頃）と、その壮大な画業を通覧。国
内外の名品、近年発見された作品、初公開作品を通じて、真の北斎に迫ります。

●ゆう窓口販売　　　　　　　　2月２２日（金）まで
●ハガキ/ＦＡＸ/ホームページ　2月１５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

申込方法

料　　金

新 ・北斎展　HOKUSAI　UPDATED

１月１７日（木）から３月２４日（日）まで
〇午前１０時～午後８時　火曜日のみ午後５時まで
※最終入館は閉館の３０分前まで
※会期中展示替えがあります。
○休館日…１/２９（火）、２/１９（火）、２/２０（水）、３/５（火）

森アーツセンターギャラリー（六本木ヒルズ　森タワー５２階）

※未就学児無料　
※障がい者手帳をお持ちの方とその介護者（1名まで）は当日料金の半額となります。
（入館の際に障がい者手帳をご提示ください）

From 11月号

From 11月号

From 11月号

From 12月号

From 12月号

From 12月号

窓口～１／２５まで
〒/FAX/ホームページ～１／１８まで
窓口～２／２２まで
〒/FAX/ホームページ～２／２２まで
窓口～１／１８まで
〒/FAX/ホームページ～１／１１まで
窓口～１／２３まで
〒/FAX/ホームページ～１／１８まで
窓口～２／８まで
〒/FAX/ホームページ～２／１まで
窓口～２／２２まで
〒/FAX/ホームページ～２／１５まで

１／２７(日)まで

３／３(日)まで

１／２０(日)まで

１／３０(水)まで

２／１１(月・祝)まで

２／２４(日)まで

ロマンティック・ロシア

扇の国、日本

フィリップス・コレクション展

特別展「明治150周年記念、
日本を変えた千の技術博」

第18回東京国際キルトフェスティバル
ー布と針と糸の祭典ー

特別展「顔真卿　王羲之を
超えた名筆」

しゅんろう

がきょうろうじんまんじ

そうり たいと いいつ

前売券一般　１,０００円（当日券　１,６００円）
○当サービスセンターは前売券一般のみの取扱いとなります。ご来館当日、
　チケットカウンター（森タワー３階）にて当日入館券とお引換えください。
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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ません。転売目的のお申込みはお断りします
◆注　　意　　公演日、公演時間が２つ以上ある演目は、必ず希望日・時間（番号）をご記入ください。
◆締　　切　　１月２５日（金）　<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２/１４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

全米ベストセラー小説であり世界中で愛されている感動作の、待望の初
舞台化。大切な人達との出逢いが生きる勇気を与えてくれる―切なくも
優しい心温まる物語を、豪華キャスト陣でお送り致します
出演：井上芳雄　栗山千明　六角精児　木野 花　辻 萬長　ほか

『レ・ミゼラブル』のヴィクトル・ユゴーが描いた、話題の大作ミュージ
カルが早くも日本初上陸！哀しく無垢な、愛の物語。
出演：浦井健治　衛籐美彩　朝夏まなと　宮原浩暢　石川 禅　山口祐一郎

世界中で愛される不朽の名作が、再び蘇る―
演出：森 新太郎
出演：高畑充希　鈴木梨央　江口のりこ　須賀健太　久保田磨希
　　　青山 勝　増子倭文江　原 康義　益岡 徹　ほか

遠い異国の地で蘇る、長崎の母の幻と記憶・・・。
母と娘、愛情ゆえの深い哀しみを描きながらも、三姉妹がそれぞれ抱える悩み・
葛藤にどう向き合い、未来を選択していくのかを描いた珠玉の物語。

会場：帝国劇場
枚数：各回10枚（一会員２枚まで）

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。

作・構成・演出：ジャニー喜多川
主演：堂本光一

Endless SHOCK
❶2/24（日）15：00　❷3/23（土）13：00

（一般料金　9,000円）
※定価での販売となります。
＊転売目的の購入は出来ません。

ミュージカル 笑う男
The Eternal Love　̶永遠の愛̶

＊プチギフト付き　

奇跡の人

会場：東京芸術劇場プレイハウス
　　（池袋）
枚数：各回10枚(一会員2枚まで）

パルコ・プロデュース2019

母と惑星について、および自転する女たちの記録

＊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。

4/26（金）18：00

3/19(火）18：30❶4/20（土）12：30　　❷4/23（火）17：45

S席指定　10,400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）
＊未就学児は入場不可

A席指定　9,000円

❶S席指定　7,000円　
（一般料金　9,000円）

❷S席指定　6,000円
（一般料金　9,000円）

＊日程によって金額が違います。
＊当選者へのチケット発送は2/14以降になります。

全席指定　5,000円
（一般料金　8,500円）
会場：紀伊國屋ホール（新宿）
枚数：8枚(一会員2枚まで）

＊未就学児は入場不可

＊当選者へのチケット発送は2/14以降になります。

出演：芳根京子　鈴木 杏　田畑智子/キムラ緑子

星組公演
Once upon a time in Takarazuka『霧深きエルベのほとり』
スーパー・レビュー『ESTRELLASエストレージャス～星たち～』
3/2（土）15：30

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）

紅 ゆずる　綺咲 愛里　　©宝塚歌劇団

舞 台

十二番目の天使
3/21（木・祝）17：30
全席指定　7,800円
（一般料金　10,000円）
＊お土産付
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）
＊未就学児は入場不可
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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）

《広告》シアター１０１０

お問合せ TEL:03-5244-1010 URL:http://www.t1010jp/        チケットセンター TEL:03-5244-1011(10:00
　 ～ 18:00）


