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“2019 GWセレブレーションバイキング”ゆう会員証提示

試合日時 ＦＣ東京 ＶＳ ヴィッセル神戸　６月１５日（土） 午後７時キックオフ
会　　場 味の素スタジアム（京王線　飛田給駅　徒歩５分）

メインＳ指定席
バックＳＵ指定席

席　　種販売枚数 販売価格
３,７００円（当日料金 5,500 円）
２,８００円（当日料金 4,300 円）
１,７００円（当日料金 2,700 円）
　 ４００円（当日料金　800円）

ホーム
自由席

申込方法
●ハガキ /FAX/ ホームページにてチケット名・会員番号・会員氏名・席種・枚数・送付先（自宅 or
　勤務先）を記入してお申し込みください。
●申込多数の場合は抽選となります。抽選結果の通知はいたしません。

申込期限 ４月２５日（木）午後５時必着　　※申込後のキャンセル・変更はできません。

発　　送 チケットの発送は５月下旬予定（簡易書留郵便でお送りします）

販売枚数
席・料金

※各席種の座席位置につ
　いては、FC東京ホーム
　ページをご覧ください。
※Ｕ-18料金は2001年1月
　1日生まれ以降の方が対
　象となります。

４０枚
一会員４枚まで

Ｕ－１８
大　　　人

歌舞伎鑑賞教室「神霊矢口渡」 5月号でも歌舞伎鑑賞教室をご案内します！

初めての歌舞伎鑑賞にぴったりな解説付き！　演目は江戸の鬼才・平賀源内が描いた傑作を上演します。
多摩川にあった矢口の渡しを舞台に、強欲非情な渡し守・頓兵衛から恋する人を守ろうと命を懸ける娘・お舟の悲恋を描きます。

開催日時

会　　場

①６月　4日（火）開演：午後2時３０分　 ②６月7日（金）開演：午後7時　
③６月１6日（日）開演：午前11時
国立劇場　大劇場　（半蔵門駅徒歩５分）

ハガキ／ＦＡＸ／ホームページで会員番号・会員氏名・イベント名「歌舞伎鑑賞教室」・希望日（①～③のいずれ
か）・申込枚数・チケット送付先（自宅 or 勤務先）を明記してお申込みください。

各回１０枚　※一会員2枚まで（申込多数の場合は抽選。落選者の通知はしません。）

一等席　2,700 円（一般料金 4,000 円）

４月２５日（木）午後５時必着 通　　知 当選者のみ５月中旬までにチケットを簡易書留で発送します。

解説「歌舞伎のみかた」

「神霊矢口渡」 出演：中村鴈治郎、中村壱太郎　ほか
演　　目

募集人員

料　　金

申込方法

締　　切

５月２日（木・休）～５月６日（月・休）　
大宴会場「飛翔の間」　　　　場所　ホテル４階

※料金は前売り料金です。当日料金は 5,700 円です。
○和洋中ミックスバイキング　 ○ソフトドリンク飲み放題
○料金は、税金・サービス料を含みます。

当日は、会員証提示が必要です。
予約先　０３－３８４２－２１２７（宴会予約課）へ「足立区勤労福祉サービスセンター」の会員と告げて、
予約してください。　※受付時間 10：00～ 18：00
当日、会員証を提示し料金をお支払いください。　※「ゆう」から食事チケットの送付はありません。

○つくばエクスプレス「浅草駅」Ａ２番出口（徒歩１分）　　○東武スカイツリーライン「浅草駅」徒歩１０分
○食事チケットは発行しません。　○駐車場は入庫から３時間まで無料となります。

17：30～ 19：30　(２時間制 )　※５月６日（月・休）開催はありません。

期　　間
会　　場

支払方法
交　　通
そ の 他

料　　金

内　　容

会 員 証

申込方法

昼の部 
夜の部 

浅草ビューホテル

大　人　　　 5,000円（一般料金 5,500円※）
小学生　　　 2,200円（一般料金 2,500円）
幼児（4～6歳）600円（一般料金  700円）

時　　間
①11：00～ 13：00　②13：30～ 15：30（２時間制）
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遊園地フリーパス　販売中！

スポーツクラブ利用券　販売！

９月３０日まで　　　　　　　　　販売枚数　　一会員 前期・後期あわせて１０冊まで
１冊（１０ポイント）２,２００円（大人・小人共通）
アトラクションズ、レストラン、スパ、野球観戦など、東京ドームの施設を選んで使えるお得なレジャーチケットです。

有効期限
料　　金

そ の 他

有効期限
料　　金
そ の 他

としまえん１日フリーパス「前期券」
９月３０日まで　　　　　　　　　販売枚数　　一会員 前期・後期それぞれ１０枚まで
１枚大人（中学生以上）２,２００円、小人（３歳～小学生）１,２００円
このチッケトでは、プールの利用できません。
※プール開設中の「夏の１日券」はFromゆう５月号で募集予定

西武園ゆうえんち１日フリーパス「通年券」
２０２０年３月３１日まで　　　　販売枚数　　一会員あたり年度内１０枚まで
１枚　８００円（大人・小人）要３歳以上

東武動物園１日フリーパス「通年券」
２０２０年３月３１日まで　　　　販売枚数　　一会員年度内２０枚まで（１回１０枚まで）
１枚１,４００円（大人・小人）要３歳以上

東京ドーム得１０チケット「前期券」

有効期限
料　　金

有効期限
料　　金

区内他６か所のスポーツクラブが利用できます。施設の詳細は利用ガイドブックをご覧ください。
販売期間

販売枚数

利用料金

申込方法 ○窓口～会員証提示で購入できます
○ハガキ・ＦＡＸ・ホームページ～会員番号・氏名・利用施設名・枚数・送付先（自宅or勤務先）を明記

○ご利用は会員と家族のみです。他の人への譲渡はできません。
○紛失しても再発行いたしませんので、ご注意ください。
○利用内容によって別料金がかかる場合があります。施設にご確認ください。

○ダンロップスポーツクラブ綾瀬　　☎０３－３６９０－７９９７
　・営業時間　　平　　　　日 9：00～23：30／土曜日 9：00～21：00／
　　　　　　　　日曜日・祝日 9：00～19：00
　・休 館 日　　毎週木曜日(祝日営業)　　　　　　　　　　　　※利用は15歳以上（中学校卒業）
○セントラルフィットネスクラブ亀有　　☎０３－５６８０－０３０３
　・営業時間　　平　　　　日 10：00～23：00／土曜日 10：00～22：00／
　　　　　　　　日曜日・祝日 10：00～19：00
　・休 館 日　　毎週月曜日　　　　　　　　　　　　　　　　　※利用は16歳以上
○セントラルウェルネスクラブ西新井　　☎０３－５８８８－３５６１
　・営業時間　　平　　　　日 9：30～23：30／土曜日 10：00～21：00／
　　　　　　　　日曜日・祝日 10：00～20：00
　・休 館 日　　毎週金曜日・季節休館日　　　　　　　　　　　※利用は16歳以上
○セントラルフィットネスクラブ竹の塚　☎０３－５８５１－００５０
　・営業時間　　平　　　　日 9：00～23：00／土曜日 9：00～21：00／
　　　　　　　　日曜日・祝日 10：00～19：00
　・休 館 日　　毎週月曜日・季節休館日　　　　　　　　　　　※利用は16歳以上
○朝日スポーツクラブ〔BIG-S竹の塚〕　☎０３－５２４２－１３３１
　・営業時間　　平　　　　日 9：30～23：00／土曜日 9：30～22：00／
　　　　　　　　日曜日・祝日 9：30～19：00
　・休 館 日　　毎週金曜日　　　　　　　　　　　　　　　　　※利用は16歳以上
○ゴールドジム北千住東京　　　　　　　☎０３－５２８４－３６３６
　・営業時間　　平　　　　日 7：00～23：30／土曜日 7：00～23：30／
　　　　　　　　日曜日・祝日 7：00～20：00
　　　　　　　　プール　平日・土曜日 10：00～23：00、日曜日～20：00
　・休 館 日　　第３月曜日（祝日営業）　　　　　　　　　　　※利用は16歳以上

それぞれ完売をもって終了

一施設　一会員　５枚まで（年度内）
一　枚　６００円　(ただしセントラル西新井７００円・ゴールドジム８００円）

施 設 名

そ の 他
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東京ドーム　プロ野球巨人戦チケット

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希望の座席名（Ａビームシート・Ｂスカイ４）
④チケットの送り先（自宅か事業所） 　⑤日中連絡のつく電話番号
※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及びホームページ共　４月２３日（火）　午後５時必着です。
５月上旬の予定

◎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

中日

中日

１

完売

午後２時

水・祝

１８時

１８時

１８時

１４時

１８時

１４時

１４時

１４時

１８時

１８時

１３時

１４時

１４時

１８時

１４時

１４時

１８時

１８時

１８時

１８時

１８時

５／３１ ６／１ ６／２ ６／７ ６／８ ６／９ ６／１８ ６／１９
（金） （金） （火） （水）（土） （日） （土） （日）

６／２０ ６／２１ ６／２２ ６／２３ ７／２ ７／３ ７／４ ７／５
（木） （金） （火） （水） （木） （金）（土） （日）

（日）（土） （日）
７／６ ７／７ ７／２６

５／１

ヤクルト

完売

１

午後６時

土
５／１１

阪神

完売

１

午後６時

火
５／１４

７／２７ ７／２８
（金） （土）

中日 中日 ロッテ ロッテ ロッテ オリックス オリックス

オリックス ソフトバンクソフトバンクソフトバンク 中日 中日 中日 DeNA

DeNA DeNA 阪神 阪神 阪神

●同日試合の重複申込はできません。
　（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】
●締切り後の変更やキャンセルはできません。

東京ドーム「巨人戦チケット」第２弾の発売です。会員とご家族の皆さまでお楽しみください。

申し込み
の注意点

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）

◆随時受付中　（先着順）

◎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）

日　　程

対　　戦

開始時間

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。〔３月２２日現在の残券情報です〕
◎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。

第２弾！第２弾！東京ドーム　プロ野球巨人戦チケット

※７／２９以降の試合は
　From　　６月号でご案内します
　

※３月２２日現在の残券情報です
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○表記料金には、税金・サービス料を含みます。
○メニュー内容は、季節や仕入れ状況により変更になる場合があります。
○営業時間、価格帯において急遽変更させていただく場合があります。

写真は、イメージです

京王プラザホテル
新宿区西新宿2-2-1　　交通：都営大江戸線「都庁前駅」B1出口よりすぐ、新宿駅西口（JR・京王線・小田急線・地下鉄）徒歩５分

《予約先》03-3344-0111

利用期間　　４月１0日（火）～６月30日（日）

ディナーブッフェ

○ライブ演出スポットを増強し、出来たての演出を目の前でご覧頂くようになりました。ソフトドリンク付き。

大人　　　　　　　4,900円（通常6,000円）
シニア（65歳以上）　　4,540円（通常5,600円）
小学生　　　　　　2,560円（通常3,400円）
幼児（４歳～小学生未満） 1,390円（通常2,100円）

大人、シニアは平日料金に 1,000円増し
小学生、幼児は平日料金に 400円増し

レストラン名

券　種 区分 料　金

平日

土日
祝日

スーパーブッフェ　≪グラスコート≫　本館２階

○伝統を受け継ぎながらも親しみやすい本格広東料理をお楽しみください。

○スタイリッシュでシックな店内で料理長自慢の韓国料理をお楽しみください。

○季節ごとに厳選した旬の食材を落ち着いた店内でお楽しみください。

5月からの提供となります。

内　容 料　金

◇２名様以上でご利用ください。

飲茶ランチ 2,300円（通常3,200円）

（午前11時30分
　　　～午後2時30分）

（午前11時30分
　　　～午後2時30分）

コリアンダイニング　≪五穀亭≫　　南館２階

和食　≪かがり≫　　　　　　　　　本館２階

2,500円（通常3,600円）

3,300円（通常4,500円）

除外日：４月２7日～５月６日

レストラン名

券　種

内　容 料　金券　種

内　容 料　金券　種

ラ ン チ

レストラン名

ラ ン チ

レストラン名
中国料理≪南園≫　　　　　　　　　本館２階

ラ ン チ
（午前11時30分

　　　～午後2時30分）

ディナー
（午後5時～午後9時）

（月～木　時間17:30～21:30）
（　金　　時間17:30～22:00）
（土日祝　時間17:00～22:00）

《２時間制》

5,500円（通常7,000円）中国料理コース

プリフィックスランチ

かがり御膳

　　　　　※中国料理《南園》は５月からの利用となります。

（
月
〜
木
）
金
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千代田区永田町2-14-3　　交通：東京メトロ銀座線・丸の内線「赤坂見附駅」10番出口より徒歩１分、半蔵門線・
有楽町線・南北線「永田町駅」8番出口より徒歩2分

港区高輪4-10-30　　　交通：JR「品川駅」高輪口の信号を渡ってすぐ

赤坂エクセルホテル東急 《予約先》03-3580-2331

品川プリンスホテル 《予約先》03-5421-1114

○和洋中の美食の数々をプレミアムブッフェでお楽しみください。
○幼児＝（３歳～未就学児）
○表記料金には、税金・サービス料を含みます。(飲み物代は含みません)
○メニュー内容は、食材の仕入れ状況などにより変更になる場合があります。
○料理写真は、イメージです。

利用期間　　４月１5日（月）～６月３０日（日）　【除外日：４月２7日～５月6日】

レストラン名 リュクスダイニング　≪ハプナ≫　　メインタワー１階

券　種 区 分 料　金

券　種 区 分 料　金

≪赤坂スクエアダイニング≫　　　　３階レストラン名

利用期間　　４月１0日（水）～６月30日（日）

※混雑時は２部制でご案内します。

○グランエイジは６０歳以上､幼児は4歳以上就学未満児になります。　　○表記料金には、税金・サービス料を含みます。
○メニュー内容は、季節や仕入れ状況により変更になる場合があります。○料理写真はイメージです。
○全席禁煙となります。

○大人　　　　　　4,600円（4月 6,000、5・6月6,300円）
○グランエイジ　　　4,150円（4月 5,500円、5・6月5,800円）
○小学生　　　　　1,400円（4月 2,200、5・6月2,300円）
○幼児　　　　　　　500円（4月 1,200円、5・6月1300円）

ランチブッフェ
利用時間（二部制）
1部　11:30～13:00
2部　13:30～15:00

ディナーブッフェ

ランチブッフェ

ディナーブッフェ

利用時間（120分制）
17:00～22:00

平日

土日
祝日

全日

平日

平日

土日
祝日

土日
祝日

全日

※ハプナデー：4月23日、5月14日、28日、6月11日、25日
　のディナーは除外日となります。

ランチ

ディナー
※

(90分・２部制)
①11：00～12：30
②13：30～15：00

(90分４部制)
①11：00～12：30
②11：30～13：00
③13：00～14：30
④13：30～15：00

（120分制）
17：30～22：00

(120分４部制)
①17：00～19：00
②17：30～19：30
③19：30～21：30
④20：00～22：00

○大人・グランエイジ　1,900円（4月 2,800円、5・6月3,000円）

○大人　　　　　　2,700円（4月 3,800円、5・6月4,000円）
○グランエイジ　　2,400円（4月 3,500円、5・6月3,700円）

○小学生　　　　　1,000円（4月 1,800円、5・6月1,900円）
○幼児　　　　　　　500円　（4月 800円、5・6月1,000円）

○大人　　3,576円（通常4,290円）
○小学生　2,531円（通常3,190円）
○幼児　　1,486円（通常2,090円）

○大人　　3,785円（通常4,510円）
○小学生　2,844円（通常3,520円）
○幼児　　1,799円（通常2,420円）

○大人　　5,770円（通常6,600円）
○小学生　3,471円（通常4,180円）
○幼児　　1,590円（通常2,200円）

○大人　　6,293円（通常7,150円）
○小学生　3,680円（通常4,400円）
○幼児　　2,113円（通常2,750円）
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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・時間（番号）をご記入ください。
◆締　　切　　４月２５日（木）　<午後５時必着>
◆通　　知　　当選者の方に５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 5/１5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 2019」P38 をご覧ください。利用補助

布施 明　AKIRA FUSE
COZY Theater 2019

ディズニー・オン・クラシック
春の音楽祭 2019

宝塚歌劇 宙組公演

ミュージカル「オーシャンズ11」
リンカーン・センターシアタープロダクション

『王様と私』

ミュージカル

エリザベート
ブロードウェイミュージカル

「シカゴ」

６/１５（土）16：00(予定） ５/３１（金）19：00

７/７（日）15：30 ❶７/２７（土）12：00　❷７/28（日）12：00

❶６/１９（水）18：00　❷６/２１（金）18：00 ８/１６（金）19：00

全席指定　4,800円 Ｓ席指定　7,200円

ステージ写真は過去の公演です　
Presentation licensed by 
Disney Concerts.© Disney

Ｓ席指定　7,000円

©宝塚歌劇団　Photographer Leslie　Kee

S席指定　12,000円

Ｓ席指定　12,000円 Ｓ席指定　11,200円

2020年芸能生活55周年に向けて、ますます精力的な活動を続け
る布施明がライフワークにしているアコースティックライブとひ
とり芝居を合わせたCOZY Theater(居心地の良い劇場）！

ディズニー・アニメーションや映画、テーマパークの音楽よりセレクトした、
名曲の魅力あふれるディズニー音楽の“フェスティバル”。これまでのディズ
ニー・オン・クラシックのステージで活躍したニューヨークのヴォーカリスト
たちも再来日！メイン演目『ノートルダムの鐘』をはじめ、多彩なプログラム
をフルオーケストラの演奏でお贈りします。
演奏曲：「パイレーツ・オブ・カリビアン/呪われた海賊たち」より　ほか

ニューヨーク、ロンドンで大成功を収めた公演が、クオリティそのままに東京
へ！ミュージカルの2大聖地を制覇した主演2人と、ウエストエンド公演の舞台
セットがそのままやってくる千載一遇のプレミム公演。唯一無二のカリスマ性
とユーモア溢れる渡辺 謙、ブロードウェイの頂点を誇りながらもチャーミング
なケリー・オハラの競演をお見逃しなく！
出演：ケリー・オハラ　渡辺謙　イギリス・カンパニー

出演：花總まり（6/19）／愛希れいか（6/21）
　　　井上芳雄（6/19）／古川雄大（6/21）
　　　山崎育三郎（6/21）／成河（6/19）　ほか

米倉涼子、史上初の快挙！3度目の
ブロードウェイ主演抜擢、
そして来日公演で女優20周年を彩る！

＊未就学児は入場不可

会場：ギャラクシティ西新井文化ホール
　　（西新井）
枚数：20枚(一会員2枚まで）

（一般料金　6,000円）

＊未就学児は入場不可

会場：東急シアターオーブ
　　（渋谷）
枚数：10枚(一会員2枚まで）

（一般料金　8,700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）

＊生演奏　英語上演　日本語字幕あり ＊未就学児は入場不可

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）

（一般料金　15,000円）

＊プチギフト付
＊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）

（一般料金　14,000円）

＊生演奏　英語上演　日本語字幕あり
＊未就学児は入場不可

会場：東急シアターオーブ
　　（渋谷）
枚数：10枚(一会員2枚まで）

（一般料金　14,000円）

出演：真風涼帆　星風まどか　ほか　

ミュージカル
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ブロードウェイミュージカル

「ピピン」
六月花形新派公演

夜の蝶

中華人民共和国建国70周年記念/日中文化交流協定締結40周年記念

京劇西遊記2019～旅のはじまり
上海京劇院日本公演

live image 19 dix-neuf

日本・オーストリア友好150周年記念　プログラム

ウィーン少年合唱団
梅沢富美男劇団特別公演

アッと驚く夢芝居
梅沢富美男＆研ナオコ

～歌いつづけて～
歌手生活55周年　記念コンサート美川憲一 坂本冬美特別公演

６/１５（土）12：30 ６/１２（水）11：00　６/１６（日）13：00

６/１６（日）15：30 ６/１４（金）18：30

５/２９（水）14：00 ❶６/３（月）18：00　
❷６/４（火）15：00

６/４（火）14：30 ❶６/１（土）12：00　❷６/１６（日）12：00

S席指定　10,400円 全席指定　6,000円

全席指定　7,000円 全席指定　6,800円

S席指定　5,300円
全席指定　4,900円

全席指定　4,900円 S席指定　9,400円

曲目：おお、運命の女神よ　リベルタンゴ　エーデルワイス　
　　　ねむの木の子守歌　ふるさと　水兵のポルカ　雷鳴と稲妻
　　　美しき青きドナウ　ほか

歌手生活55周年を迎え、さらに勢いをます“美川憲一”芸能界の
ご意見番の辛口トークと、ヒット曲の数々からドラマチックに魅
せるシャンソンの名曲まで。魅惑のステージをお贈りいたします！

出演：城田 優　Crystal Kay　今井清隆　
　　　霧矢大夢　宮澤エマ　岡田亮輔　前田美波里　ほか

出演：喜多村緑郎　河合雪之丞　瀬戸摩純　
　　　山村紅葉　篠井英介　ほか

500年もの間、ずっと待っていた！悟空と三蔵の運命の出逢いを
描く。はるか西方、天竺への壮大な旅はこうしてはじまった！

出演：Alexis Ffrench(ピアノ）　沖仁（フラメンコギター）
　　　小松亮太（バンドネオン）　ゴンチチ（ギターディオ）
　　　TSUKEMEN（ヴァイオリン＆ピアノ）　
　　　羽毛田丈史（ピアノ） 春畑道哉（ギター）
　　　宮本笑里（ヴァイオリン）　ほか

第一部：芝居「ナオコ婆ちゃんの嫁騒動」　＊笑いあり涙あり
第二部：梅沢富美男＆研ナオコ歌謡ステージ　
　　　 「夢芝居」「かもめはかもめ」「夏をあきらめて」
第三部：華の舞踊絵巻バラエティーショー　
　　　　＊この世のものとは思えない珠玉の女形

第一部　恋桜　―いま花明かり―
　演出：石井ふく子
　出演：坂本冬美　泉 ピン子　丹羽貞仁　清水由紀　小山典子　森山愛子
　　　　 / 三田村邦彦　ほか
第二部　坂本冬美オンステージ2019 艶歌の桜道

＊未就学児は入場不可

会場：東急シアターオーブ（渋谷）
枚数：10枚(一会員2枚まで）

（一般料金　13,000円）

2019年6月　奇跡が現実になる―。
魔法の世界にようこそ！

会場：三越劇場（三越前）
枚数：各回10枚（一会員2枚まで）

（一般料金　9,000円）

＊日本語字幕　＊未就学児は入場不可

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

（一般料金　8,800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　8,640円）

世界中で愛され続ける“天使の歌声”。今年はブルックナー組が来日。
特別なピアノ「ベーゼンドルファー　クリムトモデル」で演奏します。

＊４歳児以下は入場不可

会場：東京芸術劇場 
　　　コンサートホール（池袋）
枚数：10枚(一会員2枚まで）

（一般料金　7,000円）

＊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）

＊未就学児は入場不可

会場：中野サンプラザホール（中野）
枚数：10枚(一会員2枚まで）

（一般料金　7,000円）

予定曲：柳ヶ瀬ブルース　新潟ブルース　さそり座の女　
　　　　愛染橋を渡ります　愛の讃歌　生きる　歌いつづけて

＊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）

艶のあるお芝居と数々のヒット曲でお贈りする珠玉のステージ。
あなたの心に迫る“冬美”の世界、いまここにはじまる―

河合雪之丞と篠井英介、２人の女方が
夜の銀座を舞台に華麗に舞い競う！！

泉ピン子友情出演
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 検索エンジン（YAHOO!JAPAN・Google  等）で
『足立区　ゆう』を入れて検索！

まずはトップページ（右上の図）の『会員専用ページ』
の青色ボタンをクリック。なお、抽選結果はオレンジ色
の『当選結果』ボタンをクリックしてご覧いただけます。

①で青色ボタンをクリック後、会員専用ページ（右下の
図）へ移ります。Fromゆう最新号掲載の申込みは赤色
ボタン、他の販売中のチケット等の申込みは黄色ボタン、
健康診断・人間ドック利用承認書の申込みはいずれかの
緑色ボタンをクリックします。

②のボタンをクリック後、さらに画面が変わり、事業一
覧が表示されます。一覧の中から注文をしたい事業をク
リックすると枚数選択画面までジャンプ！→希望枚数を
選択→「カートに入れる」ボタンをクリック→内容確認
→会員情報入力→内容確認→送信の手順です。
※一部事業で専用入力フォームのため、上記手順と異なる場合があります。

①

②

③

【会員の皆さまへのお願い】
スマートフォン・パソコンに迷惑メール防止などをされている場合、
「ｙｕｕ－ｊｉｇｙｏ２＠ｙｕｕ．ｏｒ．ｊｐ」から自動返信されるメールの受信設定をお願いいたします。

ホームページ
マークのある事業は、『ゆう』ホームページからお申し込みができます。
パソコンはもちろん、スマホからでもOK!

『　　 』ホームページの探し方

『　　 』ホームページからのお申し込み方法

足立区　ゆう

『　　 』ホームページからお申込みができます！

こちらからでもどうぞ！

「ゆう」ホームページQRコード

新トップページ

会員専用ページ

①「会員専用ページ」
　　　　　　をクリック！

②新しく追加された
「会員専用ページ」です。
ご希望の事業をクリック
して先にお進みください。

《広告》はせがわ


