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パスポート
付き！

「１ＤＡＹパスポート」および「パーティー入場券」の譲渡・転売は理由の如何を
問わず禁止します。当センターは、譲渡・転売されたパスポート等の持参により、入
園・参加できないことにつき一切の責任を負いません。

当選者の会員番号を当センターホームページに掲載し、当選者には当選通知及
び請求書を６月中旬にお送りします。
「１ＤＡＹパスポート」および「パーティー入場券」は７月上旬の発送を予定
しております。なお、落選者への通知はいたしません。

★①と②に該当する方であれば、同居・別居を問わずお申し込みできます。
★次ページのＦＡＸ専用申込書またはホームページ専用申込フォームの記載事項をもれな
　く記入してください。
　※ゆうに家族登録がない場合は、料金区分①に該当しません。
　　お申し込み前に必ず家族登録をお願いします。
　※同一氏名の方の複数応募はすべて無効になりますのでご注意ください。
★参加費記載の年齢は開催当日を基準としています。
★３歳以下の方は入園無料のため、専用申込書の記入は不要です。ただし、抽選券配付・
　パーティー会場内の席・旗の配布はございませんので、他の参加者の膝上にてご観賞ください。
★コーポレートプログラム利用券はご利用できません。
★申込数を取りまとめてのチケット発注となりますので、理由の如何を問わず申込締切日
　以降のキャンセルや申込内容の変更はできません。
★㈱オリエンタルランドの広報活動において本パーティーの映像等が使用されることがあ
　りますのでご了承願います。
★強風等の荒天時にパークが開園された場合においても、パーティーは開催されますので、
　ご了承のうえお申し込みください。

◆通　知◆
◆締切日◆

◆申　込◆

◆参加費◆

◆対　象◆

下記を参照のうえ次ページの「ＦＡＸ専用申込書」にて、ゆうに持参・郵送・
ＦＡＸにてお申し込みください。ホームページでもお申し込みできます。

※参加費には「１ＤＡＹパスポート料金」と「パーティー参加費」が含まれています。

料金区分

①会員と配偶者・子・実父母

②その他の家族（会員の孫・兄弟姉妹）

７,０００円
９,８００円

（18歳以上）
中人

６,１００円
８,４００円

(幼児･小学生 4～11歳)

４,６００円
６,４００円

（中高生 12～17歳）
小人大人

①「会員と家族」及び ②「その他の家族」のみです。

®

開 催 日　７月15日（月・祝）
会　　場　東京ディズニーシー
　　　　「ケープコッド・クックオフ」
時　　間　午前９時10分～9時40分

募集定員　２８０名
※応募多数の場合は抽選となります

（開場は午前8時40分）

©Disney

今回のパーティーに当選された方は、２０２０年３月１５日に開催予定の東京ディズニーシーでの同イ
ベントにお申込みはできません。次回パーティーは、今回落選の方および未応募の方のみお申込みがで
きます。【ただし、応募多数の場合は抽選】以上のことをご了承の上、お申込みください。

★会員の皆さまへ重要なお知らせ★

５月３１日（金）午後５時必着（郵送申込も必着です）

東京ディズニーシー
　　パーク・ファン・パーティー
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７月１５日（月・祝）

席・旗の配布はございませんので、他の参加者の膝上にてご観賞ください。

東京ディズニーシー

０３（３８８１）８０５２
（申込み受付の確認は、営業日の午前９時～午後５時の間に 03（6812）0871にて承ります。）

２０１９
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プリンスアイスワールド２０１9 東京公演  入場券販売 ホームページ

日本で、世界で活躍するトップスケーター達の華麗な演技が楽しめる氷上のスケートエンターテインメント。
「プリンスアイスワールド２０１9東京公演」のチケットをご案内いたします。競技会とは違う、自由度の
高いパフォーマンス、スケーターの新たな一面にご期待下さい。

７月２１日（日）１１：００（１回目公演）　 ※公演は約２時間３０分（休憩約２０分）

■ＣＡＳＴ
■ＧＵＥＳＴ

プリンスアイスワールドチーム　　

荒川静香　本田武史　安藤美姫
小塚崇彦　村上佳奈子　ほか

■会　場 ダイドードリンコアイスアリーナ　
西武新宿線「東伏見」駅前
（東伏見駅から徒歩１分）

■料　金 ＳB席（指定席） １０，０００円
　　（一般料金　１３，０００円）
一会員２枚までお申込みできます。
※こども料金はありません。

■申込方法 ハガキ／ＦＡＸ／ホームページで下記を明記してお申し込みください。
※「プリンスアイスワールド東京公演」・会員番号・会員氏名・送付先（自宅 or 勤務先）
　  電話番号・申込枚数（一会員２枚まで）

■締　切 ５月２７日（月）午後５時必着
■その他 ６月中旬にチケットをお送りさせていただきます。

申込者多数の場合は抽選となりますのでご了承ください。落選者への通知はありません。

初夏の味覚上品な甘さ！！
「フルーツ王国・福島」からお届けします。

味の宅配便さくらんぼさくらんぼ

≪お届先≫ハガキ/FAX/ホームへ―ジの通信欄にはっきりとお書きください。
　　◆口　　　数…送り先ごとに口数と（Ａ）・（Ｂ）をそれぞれお書きください。
　　◆ご 本 人 用…「自宅」か「勤務先」をお書きください。
　　◆ご本人以外…「郵便番号・住所・氏名・連絡先電話番号」をお書きください。

さくらんぼは大変痛みやすい果物です。
予めご了承頂いた上でご注文いただければ幸いです。
・出荷にあたっては、万全のチェック体制で品質の良いものを選別して発送しています。
・品種は出来具合により紅秀峰に変更となる場合もあります。

さくらんぼ（佐藤錦）

ただし、送り先が、九州の場合６００円、北海道・四国の場合５００円、中国地方の場合
は別途４００円の料金がかかります。
（Ａ）・（Ｂ）あわせて一会員２口まで
６月中下旬から順次発送（予定）天候・実り等により多少ずれる場合もあります。
５月２７日（月）午後５時必着
５月３０日（木）頃に送付する払込票にて、到着後１週間以内にお支払いください。

（Ａ）ばら詰め５００g≪粒サイズ：大粒≫　３,６００円（一般料金４,６００円）
（Ｂ）ばら詰め　 １㎏≪粒サイズ：標準≫　４,１００円（一般料金５,４００円）
※（Ａ）（Ｂ）ともに送料、税込みの料金です。

商　　品

料　　金

申込口数
商品発送
締　　切
支 払 い

そ の 他

ホームページ

写真はイメージです
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試合日時 ＦＣ東京 ＶＳ 川崎フロンターレ　７月１４日（日） 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 ５月２７日（月）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６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。

２０枚
一会員４枚まで

Ｕ－１８
大　　　人

歌舞伎入門にぴったりな解説付き！出演者による実演を交えた解説と名作・名場面の上演！プログラムと鑑賞のしおり
の無料配布もあります。　

開催日時

会　　場

①７月　７日（日）開演：午前１１時　②７月１２日（金）開演：午後６時３０分　
③７月１５日（月・祝）開演：午後２時３０分
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「７月 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）

一等席　2,700 円（一般料金 4,000 円）

５月２７日（月）午後５時必着 通　　知 当選者のみ６月中旬までにチケットを発送します。

解説「歌舞伎のみかた」
演　　目

募集人員

料　　金

申込方法

締　　切

「菅原伝授手習鑑 -車引 -」７月 歌舞伎鑑賞教室

出演：尾上松緑　坂東亀蔵　坂東新悟　中村松江　ほか

菅原伝授手習鑑 ―車引―
棒しばり
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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（番号）をご記入ください。
◆締　　切　　５月２７日（月）　<午後５時必着>
◆通　　知　　当選者の方に６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 6/１4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 2019」P38 をご覧ください。利用補助

2019年三越夏休みファミリー劇場 角笛シルエット劇場

劇団四季ミュージカル

ブロードウェイミュージカル

「シンデレラ」「花さき山」「つのぶえのうた」

恐竜どうぶつ園2019 アラジン

ピーターパン LIVE YOUR DREAMS

劇団東少名作ミュージカル

～Erth's Dinosaur Zoo～

ディズニー・オン・アイス

❶7/13（土）14：00　❷7/15（月・祝）11：00 ❶7/20（土）14：00　❷7/22（月）10：30

7/28（日）15：30 7/14（日）13：00　

❶7/25（木）13：00　❷8/3（土）12：00 ❶7/13（土）14：30　❷7/15（月・祝）10：30

全席指定　3,000円 全席指定　2,000円

全席指定　2,400円

＊3歳以上有料　2歳以下膝上鑑賞無料（但し座席が必要な場合有料）
＊一部、お子様数名が舞台に上がるような演出があります。
＊終演後、ロビーにて一部恐竜たちと触れ合えます。その際は写真撮影可。

S席指定大人　10,000円
S席指定子ども　4,800円

撮影：荒井 健　©Disney

❶S席指定大人　6,000円
❶S席指定子ども　3,000円
❷S席指定大人 　6,800円
❷S席指定子ども　3,400円

S席指定大人　 5,000円

S席指定子ども　4,100円

©Ｄｉｓｎｅｙ

＊大人・こども同一料金　3歳以上有料

会場：三越劇場（三越前）
枚数：各回10枚
　　（一会員４枚まで）

（一般料金　4,000円）

＊大人・こども同一料金　3歳以上有料

会場：日経ホール（大手町）
枚数：各回10枚
　　（一会員４枚まで）

（一般前売料金　2,500円）

＊日本語上演　＊上演時間：60分（休憩なし）

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４枚まで）

（一般料金　3,000円）

会場：大同生命ミュージカルシアター 
　　　電通四季劇場【海】（新橋・汐留）
枚数：60枚（一会員４枚まで）

＊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。
＊２歳以下入場不可

（一般料金　5,940円）

（一般料金　11,880円）

会場：❶彩の国さいたま芸術劇場 大ホール
　　　　（与野本町）
　　　❷カルッツかわさきホール（川崎）
枚数：各回10枚（一会員４枚まで）

＊日程によって金額・会場が違います
＊子ども=３～１２歳

＊こども料金は3歳から小学生まで。２歳以下のお子様は保護者1名につき1名まで膝上
　に限り無料、但し座席が必要な場合は有料。

会場：幕張メッセ 幕張イベントホール（幕張)
枚数：各回10枚（一会員４枚まで）

（一般料金　6,300円）

（一般料金　5,200円）

創立70周年を迎える劇団東少が、心にひろがる幸せの物語を素敵
なミュージカルにしました。
出演：鈴木まりや（元AKB48)　菅原聡史　山上綾加　劇団東少

「やさしい心は花を咲かせ、つよい命は山になる」
いまこどもの心に残しておきたい影絵劇！
声の出演：市原悦子　　歌：たいらいさお　稲村なおこ　　　

３年間約２０万人動員！ 大人気「ティラノサウルス」がやってくる！
リアルな動きと展開に乞うご期待！

ロマンス、冒険、コメディ、そして鳴り止まない喝采。感動のすべ
てが詰まったミュージカル超大作。

出演：吉柳咲良　EXILE NESMITH  河西智美　宮澤佐江　
　　　入絵加奈子　久保田磨希　ほか

（一般料金　8,500円）

（一般料金　4,500円）

（一般料金　8,500円）

（一般料金　4,500円）

あなたの夢は何ですか？今年のテーマはリブ・ユア・ドリームス。ディズニーのプリンセス
たちが夢を追い求める姿を描きます。私たちの内側にある勇気を奮い立たせてくれる冒険の
旅に出掛けませんか。

〔ディズニー・コスチューム特典〕ディズニーキャラクターのコスチューム（全身）を着て
ご来場のチケットをお持ちのお客様にもれなく当日会場にてプレゼントをさしあげます。
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出演：鈴木 杏　ブルゾンちえみ　
　　　朝倉あき　シルビア・グラブ

出演：藤山直美　喜多村緑郎　林  与一　田村 亮
　　　石倉三郎　仁支川峰子　松村雄基　ほか

笑いは生きる力！笑いの王国“吉本“の創始者・
吉本せいの波乱万丈の人生を藤山直美が魅せます！

世界26カ国。観客動員数800万人超。
太鼓で泣く、笑う。想像できますか？！

KERA CROSS 第一弾

文学座

ブラッケン・ムーア
～荒地の亡霊～ フローズン・ビーチ

笑う門には福来たる ～絆編～

ガラスの動物園 『スワン・レイク』

DRUM TAO
45th アニバーサリー公演

～女興行師　吉本せい～
舞台「銀牙 ―流れ星　銀―」

マシュー・ボーンの

中村雅俊
「ザ・ドラマーズ」

❶8/2（金）18：15　
❷8/3（土）13：30　
❸8/4（日）13：30

8/1（木）18：30

7/15（月・祝）11：00 ❶7/7（日）13：00　❷7/11（木）19：00

7/6（土）13：30 ❶7/19（金）18：30　
❷7/20（土）12：30

❶7/10（水）19：00　❷7/11（木）12：30 ❶7/27（土）12：00　❷7/28（日）12：00

全席指定　7,200円

全席指定　7,200円

一等席指定　9,400円 全席指定　6,900円

©高橋よしひろ/集英社
©高橋よしひろ/集英社・舞台「銀牙 -流れ星 銀-」

全席指定　4,000円
❶S席指定　 9,000円

❷S席指定　10,000円

全席指定　5,600円 S席指定　8,800円

＊未就学児は入場不可

会場：シアター1010（北千住）
枚数：各回10枚（一会員２枚まで）

（一般料金　9,000円）

＊未就学児は入場不可

会場：シアタークリエ
　　（日比谷・有楽町）
枚数：１０枚
　　（一会員２枚まで）

＊プチギフト付き
（一般料金　9,000円）

会場：新橋演舞場（新橋）
枚数：10枚（一会員２枚まで）

（一般料金　13,000円）

犬たちが描く、愛、勇気、友情、正義、諦めない心がギュッと詰まった
エンターテイメント！

会場：天王洲　銀河劇場
　　（天王洲アイル）
枚数：各回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：東京芸術劇場
　　　シアターウエスト（池袋）
枚数：10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：Bunkamuraオーチャードホール（渋谷）
枚数：各回１０枚（一会員2枚まで）

（一般料金　13,000円）

（一般料金　13,000円）

＊６歳未満入場不可

会場：文京シビックホール　
　　　大ホール（春日）
枚数：各回10枚
　　（一会員２枚まで）

（一般料金　7,800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　12,000円）

私たちの失ったものが、帰ってきた。息子の姿をして―
出演：岡田将生　木村多江　益岡 徹　
　　　峯村リエ　相島一之　立川三貴　前田亜季

原作：高橋よしひろ「銀牙 ―流れ星 銀―」（集英社文庫コミック版）　
出演：佐奈宏紀　郷本直也　安里勇哉　荒木宏文　坂元健児　ほか

1945年ブロードウェイでのロングラン公演以来、世界中で上演され
続けているテネシー・ウィリアムズの名作！
出演：塩田朋子　亀田佳明　永宝千晶　池田倫太朗

斬新な手法で古典作品を新解釈する英国バレエ界の奇才　マシュー・ボーン。
その名を轟かせた「白鳥の湖～スワン・レイク」が新演出でさらなる進化！
演出・振付：マシュー・ボーン　 出演：ニュー・アドベンチャーズ

第一部　勝小吉伝～ああ わが人生 最良の今日～　
　出演：中村雅俊　賀来千香子　田山涼成　寺脇康文　ほか　　　　
第二部　LIVE「yes!on the way」
　　　　～デビュー作のドラマ「われら青春」挿入歌「ふれあい」
　　　　で歌手デビュー。中村雅俊が送る代表作を中心とした45
　　　　周年アニバーサリーライブをお届けします！

（プレビュー公演）
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