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ホームページ

☆☆「美術展チケット」４月発売予定　☆☆

味の宅配便《静岡県　川根の新茶》
新茶の季節となります。今年も、銘茶の産地静岡県南アルプスの麓、川根本町から摘みたての香り高い新茶をお送りします。

商　　品
新茶詰め合わせ
（Ａ）高級川根茶３００ｇ（八十八夜摘み煎茶 100ｇ２本・特深蒸し茶 100ｇ１本）
（Ｂ）特選川根茶６００ｇ（特選煎茶 200g２本・上深蒸し茶 200g１本）
（Ａ）２,７００円（税・送料込）　一般料金　３,８８８円（税・送料込）
（Ｂ）３,４００円（税・送料込）　一般料金　４,６４４円（税・送料込）

（A）5月中旬ころ　　（B）5月下旬ころ
●（A）と（B）両方お申し込みの方は、5月下旬ころとなります。
●商品の発送は、お茶の摘み取り時期により前後いたします。

ハガキ/FAX/ホームページにて①～⑤を明記の上、お申込みください。
①味の宅配便「お茶」 ②会員氏名 ③会員番号 ④送り先 ⑤口数
●送り先の書き方　ご本人用の場合・・・「自宅」または「勤務先」
　　　　　　　　　ご本人以外の場合・・送付先の「郵便番号・住所・氏名・電話番号」
●口数の書き方　　送り先ごとに(A)(B)それぞれの口数をお書きください

（Ａ）（Ｂ）合わせて一会員２口まで
４月　８日（月）午後５時必着　●締切日後の口数変更キャンセルはできません。
４月１１日（木）頃送付の振込票にて、到着後１週間以内にお支払いください。

（Ａ）

（Ｂ）

申込口数
締　　切
料金支払

申込方法

商品発送

料　　金

化粧箱入り

箱なし

取扱い開始４月1日（月）から【ただし、ホームページは4月５日（金）午後１時から】※各美術展の詳細は４月号でご案内します。

クリムト展
ウィーンと日本1900

大哺乳類展２

特別展
国宝　東寺－空海と仏像曼荼羅

特別展　美を紡ぐ日本美術の名品
－雪舟、永徳から光琳、北斎まで－

TSUMUGUプロジェクト

TSUMUGUプロジェクト
特別展　御即位30年記念

両陛下と文化交流－日本美を伝える－

３月５日 (火 )
　　　～４月２９日 (月・祝 )

５月３日 (金・祝 )
　　　　　　～６月２日 (日 )

３月２６日 (火 )
　　　　　　～６月２日 (日 )
３月２１日 (木・祝 )
　　　　　～６月１６日 (日 )
４月２３日 (火 )
　　　　　～ 7月１０日 (水 )

東京国立博物館　
本館特別４・５室（東京・上野公園）

東京国立博物館　
本館特別４・５室（東京・上野公園）

東京国立博物館　
平成館（東京・上野公園）

国立科学博物館（東京・上野公園）

東京都新美術館
企画展示室（東京・上野公園）

チケット名 会　場 開催日程
日本美を守り伝える

日本美を守り伝える
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●平成３１年度「入学祝金」は４月１日から受付開始！

●３月末退職予定の方、退会届をご提出されましたか？

　今年の４月に小・中学校へ入学されるお子様がいらっしゃる会員の方に「入学祝金」が給付されます。家族登録の
ある該当者の方には４月上旬にご自宅あてに通知を郵送します。受付開始は４月１日（月）からです。　
　３月中の受付はできません。（平成３１年３月２日（土）までに入会された方が給付対象です）　
※家族登録がまだの方は「変更届」にてお届けください。（氏名・ふり仮名・生年月日・性別・続柄を記載）

　３月末に退職予定の方は、「退会届」を３月中にご提出ください。退会日は遡れないため、退会当月末を過ぎると
翌月の会費もかかりますので早めの手続きをお願いします。退会日以降のチケット使用・イベント参加などはできま
せん。申込後、退会が確認された場合は販売・参加を取り消させていただきます。

東京ドーム　プロ野球巨人戦チケット東京ドーム　プロ野球巨人戦チケット（前回募集分）
◆３月１５日（金）午前１０時から電話受け付けを開始（先着順）します。

◎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。
◎注　意　　申込み後のキャンセルや変更はできません。

日　　程

対　　戦

開始時間

４／２

（火）

４／3

（水）

４／30

（火・休）（水・祝）（木・休）

5／1 5／２ 5／10

（金）

5／11

（土）

5／12

（日）

5／14

（火）

5／15

（水）

5／23

（木）

5／24

（金）

5／26

（日）

阪神 阪神 中日 中日 中日 ヤクルト ヤクルト ヤクルト 阪神 阪神 DeNA 広島 広島

完売

1

午後6時

2

1

午後6時

完売

1

午後1時

1

完売

午後2時

完売

1

午後2時

完売

1

午後6時

完売

1

午後6時

2

1

午後2時

完売

1

午後6時

2

1

午後6時

1

完売

午後6時

完売

1

午後6時

2

1

午後2時

ビームシート

ス カ イ４
券
種

※原稿締切の都合で、受付開始日にチケットの無いものもあります。［2月21日現在の残券情報です］

映画鑑賞券「TOHOシネマズパスポートチケット」（前期分）を発売開始！
通年販売　前期・後期それぞれ５枚までご購入できます。どうぞご利用ください。

そ の 他

料　　金

申込方法

販売枚数

利用期間

販売開始
３月２２日（金）から
※販売開始前にお申込みいただいた場合も、発送は３月２２日になります。

２０１９年４月１日（月）から９月３０日（月）まで

一会員　前期・後期それぞれ５枚まで
（前期２,７００枚、後期２,５００枚各限定。　完売をもって販売終了）

●ゆう窓口
●電話／ハガキ／ＦＡＸ／ホームページから、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。

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。●現金との交換、返金及び再発行はできません。
●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。
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東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム利用券2019年度分

１デーパスポート、２デーパスポート、３デーマジックパスポート、４デーマジックパスポート
シニアパスポート、スターライトパスポート、アフター６パスポート

本利用券で購入可能なチケット

東京ディズニーランド®および東京ディズニーシー®の
パスポートを１,０００円引きで購入できる割引券です。
　　では、年度内に一会員２枚をお渡ししています。
利用券１枚につきパスポート１枚が割引対象となります。

利用期間
受付開始

４月1日（月）から２０２０年３月３１日（火）まで

３月２２日（金）から（同日より郵送分も随時発送）

直接ゆう窓口で申し出ていただくか、電話／ハガキ／FAX／ホームページで会員番号・
氏名・チケット名（「２０１９年度分」を必ず明記のこと）・送付先（自宅or勤務先）を
明記してお申込みください。

２０１９年度分から利用方法が大きく変わりました。詳しくは次の記事をご覧ください。
（パークチケットは、　　窓口では取り扱っていません。）

申込方法

利用方法

東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム
「利用券」が2019年度分よりリニューアル！
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公益財団法人
足立区勤労福祉サービスセンター

東京ディズニーリゾート・コーポレート
プログラム利用券 プレゼントキャンペーンのご案内
　「東京ディズニーリゾート・コーポレート利用券」を使ってパークチケットをご購入の上、対象期間中に
東京ディズニーランド／東京ディズニーシーへご来園いただいた方に、抽選ですてきなプレゼントが当たります。
１　応募期間　７月１２日（金）まで
２　対 象 者　　　 の会員・家族
３　応募方法
　　①下記の応募用紙に個券番号（利用券の右上に記載の１１ケタの数字）を含む必要事項を先に記入の上、
　　　「コーポレート・プログラム利用券」（2019年度分受付中）を使って、パークチケットを購入して下さい。
　　②応募期間内に応募用紙をパーク内のメールボックスへ投函して下さい。
　　　※メールボックスの位置は、ガイドマップまたは東京ディズニーオフィシャルウェブサイトをご覧ください。
４　賞　　品
　　◆A賞　ぬいぐるみバッジ（ミッキーマウス）
　　◆B賞　ステンレスドリンクボトル（ミッキーマウスまたはミニーマウス）
　　◆C賞　スタンディングトートバッグ（ミッキーマウスまたはミニーマウス）
　　　　　　※当選の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。

ＴＥＬ：０４５－３３０－０１０１（受付時間　９：００～１７：００　年中無休）

４月１日から受付開始
東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サポートデスク

★東京ディズニー・オンライン予約・購入サイトからチケット購入される際のご不明点等は下記の
　サポートデスクにお問合わせください。
※　　 にお問合わせいただいてもお答えすることができません。ご了承ください。

【当日券】●東京ディズニーランド（チケットブース）　●東京ディズニーシー（チケットブース）
　　　　　●（宿泊者のみ）ディズニーホテル、東京ディズニーリゾートオフィシャルホテル

【前売券】●東京ディズニーリゾート・チケットセンター（イクスピアリ１Ｆ）
　　　　　●東京ディズニーランド：ゲストリレーション・ウインドウ（園外）
　　　　　●東京ディズニーシー：団体チケットブース（園外）
　　　　　●ディズニーストア―（コーポレートプログラム利用券取扱い店舗）
　　　　　　渋谷公園通り店　八王子東急スクエア店　船橋ららぽーとＴＯＫＹＯ-ＢＡＹ店　
　　　　　　池袋サンシャインシティアルパ店　昭島モリタウン店　大宮アルシェ店　
　　　　　　羽生イオンモール店　横浜そごう店　川口アリオ店　お台場アクアシティ店　
　　　　　　ららぽーと横浜店　越谷イオンレイクタウン店　レミィ町田店

★今までどおり下記の場所でもご利用できます。

1 0 6 7
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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　　3 月２５日（月）　<午後５時必着>
◆通　　知　　当選者の方に４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 4/１5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

会場：新国立劇場 
　　　中劇場（初台）
枚数：各回10枚
　　（一会員4枚まで）

全席指定　4,000円

S席指定　7,000円 ❶S席指定　8,600円
❷S席指定　7,600円

全席指定　2,500円

丸美屋食品ミュージカル

アニー
千住落語会

桃月庵白酒　独演会
～酔わせて魅せます！～

桂文珍　大東京独演会 vol.12
劇団四季ミュージカル

ライオンキング

宝塚劇場　月組公演
『夢現無双
『クルンテープ　天使の都』

©宝塚歌劇団

グランステージ
レビュー・エキゾチカ

̶吉川英治原作「宮本武蔵」より̶ 海辺のカフカ海辺のカフカ

❶４/29（月・祝）12：00B　❷５/12（日）12：00M ５/３０（木）19：00

４/２８（日）17：00 ５/１９（日）13：00

５/１１（土）15：30 ❶５/２５（土）12：30　❷５/２９（水) 18：30 

全席指定　6,800円
（一般料金　8,500円）

＊４歳未満入場不可。
　チケットは一人１枚必要。
出演：岡 奈々子[チームバケツB]/
　　　山﨑 玲奈[チームモップM]（Ｗキャスト）　
　　　藤本隆宏　早見 優　蒼乃夕妃　ほか

一年ぶりの千住落語会。
今回は桃月庵白酒独演会！
たっぷり満足「不動坊」ほか二席。初夏の千住で落語三昧！

＊未就学児は入場不可

会場：シアター1010
　　（北千住）
枚数：20枚
　　（一会員2枚まで）

（一般料金　3,500円）

出演：桂 文珍　ゲスト：三遊亭萬橋（4/28）

＊未就学児は入場不可

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

（一般料金　5,000円）

日本演劇史上の数々の記録をぬり替えて、ついに20周年！

＊子ども＝公演日当日３歳以上、小学校６年生以下
＊ファミリーゾーンでのご案内となります。

会場：積水ハウスミュージカルシアター
　　　四季劇場【夏】（大井町）
枚数：50枚(一会員４枚まで）

S席大人　 9,000円
（一般料金　10,800円）
S席子ども　4,300円
（一般料金　5,400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）

（一般料金　8,800円）

村上春樹×蜷川幸雄　世界を震わせた奇跡のコラボレーション
東京、ラストステージ！
出演：寺島しのぶ　岡本健一　古畑新之　柿澤勇人　木南晴夏　
　　　髙橋 努　鳥山昌克　木場勝己　ほか

＊未就学児は入場不可

会場：赤坂ACTシアター（赤坂）
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。

ネタのオートクチュール
大好評リクエスト寄席！！

（一般料金　10,800円）

（一般料金　10,800円）

Annie2019©NTV

』
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圧倒的なエンターティメントでお贈りする、
爆笑に次ぐ爆笑の東京喜劇をお楽しみに！
出演：三宅裕司　渡辺正行　ラサール石井　小倉久寛　春風亭昇太　
　　　東 貴博
ゲスト出演：高島礼子　橋本マナミ

一等席指定　8,900円

政治、経済、事件、芸能…etc。タイムリーなニュースをモノマネ
でぶった切る！社会問題を「笑いと批判」に変えるザ・ニュース
ペーパーのライブでしか見られないコントをお見逃しなく！！

2015～2018年NHK紅白4年連続出場！幼少の
頃より数々のグランプリを手にした「えん歌の
申し子」。ステージでは演歌のみならず洋楽・
Ｊポップと抜群のセンスを披露します！
出演：島津亜矢

代表曲「すきま風」「忍ぶ雨」を始めヒット曲満載の豪華ジョインコン
サート。杉・伍代、芸能界きってのおしどり夫婦が魅せる掛け合いはこ
のコンサートでしか見られません。この機会をお見逃しなく！

Will Leeをミュージカルディレクターとして迎え、ジャンルや国境を
越え、名だたるアーティストが一同に会するコンサート！
出演：EAST MEETS WEST SUPER BAND
ゲストアーティスト：矢野顕子（vo/pf) ランディ・ブレッカー(tp)
アダ・ロヴァッティ(sax)　日野皓正（tp）臼井ミトン（vo/ｇ/key)

全席指定　3,700円

全席指定　5,400円

全席指定　5,000円 全席指定　4,500円

S席指定　5,300円

S席指定　6,000円

S席指定　9,300円

細 雪

ザ・ニュースペーパー LIVE2019 EAST MEETS WEST 2019

出演：新妻聖子

CONCERT TOUR 2019新妻聖子 島津亜矢コンサート 2019

三山ひろしコンサート2019
～歌い継ぐ！昭和の流行歌～

杉良太郎＆伍代夏子
スペシャルコンサート～夫婦唄～

❶６/８（土）16：00　❷６/９（日）13：00 ❶５/５（日・祝）11：00　
❷５/２５（土）11：00

５/１９(日）12：00 ４/２７(土）13：00

５/１５（水）19：00 ❶５/１８（土）11：30　❷５/１８（土）15：30

❶５/２４（金）11：00　❷５/２４（金）15：00 ５/２４（金）14：00

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）

（一般料金　11,000円）

＊未就学児は入場不可

会場：明治座（浜町）
枚数：各回10枚(一会員2枚まで）

（一般料金　13,000円）

＊未就学児は入場不可

会場：なかのZEROホール
　　（中野）
枚数：10枚（一会員2枚まで）

（一般料金　4,800円）

＊３歳未満入場不可　3歳以上要チケット
＊開場/開演時間は変更になる可能性あり。

会場：東京国際フォーラム
　　　ホールC（有楽町）
枚数：10枚(一会員2枚まで）

（一般料金　8,500円）

＊未就学児は入場不可

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）

（一般料金　6,800円）

＊未就学児は入場不可

会場：浅草公会堂（浅草）
枚数：各回20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　6,500円）

オリジナルのヒット曲はもちろん！
今年のかめありスペシャルは
“ひろしのグループサウンズ”
出演：三山ひろし

＊未就学児は入場不可

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）

＊必ず希望時間をご記入ください。
（一般料金　6,000円）

出演：杉良太郎　伍代夏子

＊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：10枚（一会員2枚まで）

（一般料金　7,560円）

熱海五郎一座東京喜劇

美しくも儚い四姉妹の物語。
永きに渡り愛され続ける不朽の名作が
今、再び明治座にて花開く。
出演：浅野ゆう子　一路真輝　瀬奈じゅん　水 夏希 ほか

翔べないスーパーマンと危険なシナリオ～ギャグマゲドン mission～
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