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リフト1日券

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）

リフト1日券

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）

リフト1日券

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）

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）

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

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

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

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）

●利用方法の詳細は各スキー場にお問い合わせください。
●会員証は１枚５名まで利用できます。
●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。

リフト1日券
(ゴンドラ利用可)
＋

食 事 券
(1,200円分)

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
開設期間予定　５月６日（月・休）まで

●スキーパック特別割引
大　人　　　　　　 ５,０００円（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）４,５００円（５,６００円相当）※要年齢証明
小学生　　　　　　 ２,３００円（３,４００円相当）※未就学児童はリフト乗車無料（保護者同伴）
・会員証提示と、ゆう窓口に同額優待パック（レンタル割引付き）券があります。ご利用下さい。
・３/１８から、大人・シニア料金はさらに６００円引き。

ゆう会員証の提示により優待料金で利用できますゆう会員証の提示により優待料金で利用できます
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食事チケット　ご案内中です
●帝国ホテル　　　　　～平成３１年３月３１日まで　

●横浜ベイホテル東急　～平成３１年３月３１日まで　

From詳しくは「　　　　」１月号をご覧ください。

From詳しくは「　　　　」１月号をご覧ください。

《広告》はせがわ

広告有効期限／２０１９年３月末日

西武園ゆうえんちフリーパス　好評販売中

約２００のランタンオブジェが
織りなす未体験のファンタジー

３月３１日（日）まで

一会員　１０枚まで（年度内）

１枚　８００円【大人・小人共通　３歳以上】
　　　（一般料金：大人 2,800 円　小人 2,300 円）

直接　　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・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。
　※チケット申込後のキャンセル・枚数変更はできません。

利用期間

販売枚数

申込方法

料　　金

ホワイトランタジア

３月３日（日）まで
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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。
会員やご家族の皆さまでお楽しみください。

東京ドーム　プロ野球巨人戦チケット

※平成 31年度のエキサイトシートは、
　抽選の結果確保できませんでした。

●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。

【申し込みの注意点】

ビームシート・スカイ４ 日程表

 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。

 同日の試合    一会員１セット（２席）とします。

 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）

 　※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。

 郵送・FAX共　２月２５日（月）　午後５時必着です。

 ３月上旬の予定（当選された方にチケットを郵送します）

◎料　金

◎枚　数
◎申込み

◎締　切
◎発　送

日　　程

対　　戦

開始時間

日　　程

対　　戦

開始時間

日　　程

対　　戦

開始時間

阪神

午後６時

午後２時

午後６時

午後６時

午後1時

午後６時

午後６時

午後２時

午後６時

午後６時

午後２時

午後６時

午後２時

午後６時

午後２時

午後２時

午後６時

午後２時

午後２時

午後２時

午後２時

午後６時

４／２ ４／３ ４／４ ４／１２ ４／１３ ４／１４ ４／２７ ４／２８

（火） （水） （木） （金） （土） （日） （土） （日）

４／２９ ４／３０ ５／１ ５／２ ５／１０ ５／１１ ５／１２ ５／１４

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

５／１５ ５／２２ ５／２３ ５／２４ ５／２５ ５／２６

（水） （水） （木） （金） （土） （日）

阪神 阪神 ヤクルト ヤクルト ヤクルト DeNA DeNA

DeNA 中日 中日 中日 ヤクルト ヤクルト ヤクルト 阪神

阪神 DeNA DeNA 広島 広島 広島
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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のでご希望には添えません。
　　　　　　　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　　２月２５日（月）　<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３/１４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。

かつては頂点を極めた道化師と、未来ある若きバレリーナとの切なく美しい恋
の物語。新たなキャストを迎えて、待望の再演！
原作・音楽：チャールズ・チャップリン
出演：石丸幹二　実咲凛音　矢崎 広　吉野圭吾　橋本純米　保坂知寿　ほか

それいけ！アンパンマン　ミュージカル
「おかしの国のおかしなパーティ」
❶4/6（土）13：30　❷4/7（日）11：00

だいすけお兄さんの世界迷作劇場 2018-19 「ミュージカル落語まつり！5」
三遊亭究斗

❶4/21（日）15：30　❷5/6（月・休）12：30 ❶4/13（土）15：00　❷4/14（日）15：00

祝☆赤坂で五周年

ライムライト
音楽劇宝塚歌劇　花組公演

『CASANOVA』
4/14（日）11：00 4/17( 水）19：00

（一般料金　3,800円）
全席指定　3,000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）

ご来場いただいたお子様全員に会場にてノベルティをプレゼント！
アンパンマンとなかまたちによるお見送りあり！

＊公演当日2歳から要チケット。1歳以下は大人1名につき1名までひざ上
　無料。ただし席が必要の際は有料。

＊1歳以上要チケット。１歳未満は保護者１名につき１名
　までひざ上無料。ただし席が必要の際は有料。

全席指定　2,200円（一般料金　3,000円）

会場：❶北とぴあ さくらホール（王子）
　　　❷松戸・森のホール21　大ホール
　　　（八柱・新八柱）
枚数：各回８枚(一会員4枚まで）

皆さんご存知の“世界の名作”がちょっと不思議ではちゃめちゃ
に楽しいミュージカルに！
出演：横山だいすけ　のだこころ　ほか

会場：赤坂区民ホール
　　（赤坂見附・青山一丁目）
枚数：各回10枚（一会員2枚まで）

全席指定　2,500円
（一般料金　3,900円）

＊日程により演目・ゲストが変わります

＊未就学児は入場不可
劇団四季俳優だった３４歳の時に、落語家に転身！日本で唯一の”ミュージカル落語“！今回
は名作「サウンド・オブ・ミュージック」を取り上げ、名曲の数々をお楽しみください。もう1
日は「エルヴィス・プレスリー」の物語。客席一体になって盛り上がることでしょう！
演目/ゲスト：4/13ミュージカル落語「サウンド・オブ・ミュージック」/春風亭一之輔　
　　　　　　4/16ミュージカル落語「エルヴィス・プレスリー」/神田松之丞

明日海りお（下）　仙名彩世　
©宝塚歌劇団　Photographer 富田眞光

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

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）

全席指定　8,600円

＊未就学児は入場不可

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）

＊プチギフト付き
（一般料金　11,000円）

祝祭喜歌劇

＊日程によって会場が違います。

＊移転のため、郵送申し込みの際は宛先住所にご注意ください。
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レ・ミゼラブル
ミュージカル

ー星降る夜の奇跡ー
ピカソとアインシュタイン

国立劇場3月歌舞伎公演 ふたり阿国

谷村新司リサイタル2019
「THE SINGER」 五木ひろしコンサート2019

天童よしみコンサート2019 純烈コンサート2019

❶4/26（金）18：15　❷5/5（日・祝）17：00 ❶4/26（金）19：00　❷5/4（土・祝）13：00

3/24（日）12:00 4/7（日）17：00

4/5（金）15：00 ❶4/17（水）14：00　❷4/17（水）17：30

❶4/16（火）15：00　
❷4/17（水）12：00

❶4/23（火）14：30　❷4/23（火）18：30

ピカソとアインシュタイン、とてつもない想像力＆創造力を持つ
まだ20代の血気盛んな天才2人が、もし本当に出会っていたら？
出演・配役：❶ピカソ＝岡本健一　アインシュタイン=川平慈英　シュメンディマン＝
村井良大　訪問者=三浦翔平　ほか　❷ピカソ＝三浦翔平　アインシュタイン=村井良大
シュメンディマン＝川平慈英　訪問者=岡本健一　ほか

この作品は皆川博子 作『二人阿国』を原作として、戦乱
の世に咲き誇る芸の花、抑圧された名も無き民衆の声をテーマにした新作オリ
ジナルミュージカルです。多彩なキャストが集結した演劇の垣根を超える新た
なミュージカル作品の誕生をお見逃しなく！
出演：北翔海莉 峯岸みなみ 玉城裕規 坂元健児 コング桑田 モト冬樹　ほか

❶S席指定　12,000円（一般料金　14,000円）
❷S席指定　11,000円（一般料金　14,000円）

＊未就学児は入場不可

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）

＊日程によって金額が違います。
＊❶4/26はプチギフト付き

出演：佐藤隆紀　伊礼彼方　濱田めぐみ（4/26）/
　　　知念里奈（5/5）/ 昆 夏美（4/26）/ 屋比久知奈（5/5）　ほか

日本上演30年を経て、色あせることなくさらに
進化を続ける”ミュージカルの金字塔”

❶S席指定　5,900円（一般料金　8,800円）
❷S席指定　6,900円（一般料金　8,800円）

＊未就学児は入場不可

会場：よみうり大手町ホール（大手町）
枚数：各回10枚(一会員2枚まで）

＊日程によって金額が違います。
＊❷5/4はグッズ特典付き

一等指定席　6,800円

会場：国立劇場　小劇場
　　（半蔵門）
枚数：各回10枚
　　（一会員2枚まで）

（一般料金　9,800円）

演目：「元禄忠臣蔵」ー御浜御殿綱豊卿ー　「積恋雪関扉」
出演：中村扇雀　尾上菊之助　中村梅枝　中村歌昇
　　　中村萬太郎　中村虎之介／中村又五郎　ほか

Ｓ席指定　7,000円

＊未就学児は入場不可

会場：明治座（浜町）
枚数：10枚（一会員2枚まで）

一般料金
10,000円

全席指定　8,800円

＊未就学児は入場不可

会場：国立劇場 大劇場
　　（半蔵門）
枚数：10枚
（一会員2枚まで）

（一般料金　10,800円）
全席指定　4,500円

＊未就学児は入場不可

会場：越谷・サンシティホール 
　　　大ホール（新越谷・南越谷）
枚数：各回10枚（一会員2枚まで）

＊必ず希望時間をご記入ください。
（一般料金　7,560円）

予定曲：よこはま・たそがれ　夜空　待っている女　長良川艶歌
最新曲：VIVA・LA・VIDA！～生きてるっていいね！～　ほか

全席指定　4,300円

予定曲：珍島物語　道頓堀人情　
　　　　最新曲：一番星　ほか

＊未就学児は入場不可

会場：浅草公会堂（浅草）
枚数：各回10枚
　　（一会員2枚まで）

（一般料金　7,000円）

全席指定　4,000円

～AYUM I～　念願の紅白出場！他では見たことのない、
新しいムード歌謡の形！

＊未就学児は入場不可

会場：東京国際フォーラム
　　　ホールC（有楽町）
枚数：各回６枚（一会員2枚まで）

＊必ず希望時間をご記入ください。
（一般料金　7,000円）

平成最後の春、魂を揺さぶるミュージカル開幕
咲いて散るなら　いざや、かぶかん！！

））




