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● ２０２０年６月３０日を有効期限とする「足立区内共通公衆浴場入浴回数券」（１
冊１１枚綴り）を販売します。販売開始日及び金額はお問合せください。なお、郵
送を希望される場合は、代金引換郵便（要手数料）になります。

印鑑が必要な各種手続き（補助金・給付金請求など）にご使用いただく印鑑は、朱肉
を使用するものに限ります。
ゴム印・スタンプ印（シャチハタなど）ではお手続きできません。
また、窓口にてお手続きされる際も、印鑑をお忘れになると手続き出来ませんので、
ご注意ください。

●

「ゲゲゲの妖怪 100 物語」
日本漫画界の巨匠にして妖怪文化の大御所、水木しげる先生の妖怪世界が体感できます。生涯かけて描き出した妖怪た
ちは怖いけれどどこか愛嬌があって憎めないキャラクターとして、世代を問わず愛され続けています。各地方固有の豊
かな伝承文化を夏休み、ご家族で、友達同士で、カップルでお楽しみください。

８月１０日（土）から８月２６日（月）まで　
〇午前１１時～午後８時（入場は午後７時３０分まで）＊会期中無休
池袋 サンシャインシティ　文化会館ビル２F　展示ホールD

一般（大学生以上）　１,１００円（当日券　１,７００円）
小人（５歳～高校生）　 ６００円（当日券　１,２００円）

〇一会員　５枚まで　予定枚数を超えた時点で販売終了

〇ゆう窓口　６月５日（水）から８月２４日（土）午後４時まで
〇ハガキ/FAX/ホームページ　８月２０日（火）まで

開催日時

会　　場

販売価格

販売枚数

申込方法 ※ハガキ／ＦＡＸ／ホームページで会員番号・会員氏名・イベント名
　「ゲゲゲの妖怪１００物語」・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。

チケット販売　

※申込後のキャンセル・枚数変更はできません。

※4歳以下は無料

ⓒ水木プロダクション
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ホテルオークラ東京ベイ
千葉県浦安市舞浜１－８　京葉線舞浜駅よりディズニーリゾートラインのベイサイド・ステーション下車徒歩約３分

《予約先》047-355-3345

レストラン　フォンタナ

料理内容：ブッフェ料理（食べ放題）
◇シェフが目の前で仕上げるお料理や、冷製・温製料理、パテシエ特製デザートなどバラエ
ティ豊かなお料理が食べ放題です。南欧リゾート漂うホテルでごゆっくりお楽しみください。

会　場　名　

LET′S MEAT UP
at Hotel Okura TOKYO BAY
( サマーバイキング )

みゆき通りに面した明るく開放的な店内は、さまざまな用途にご利用いただけます。
人気のステーキコースやお好きな料理を選べるコースなどをご用意いたしました。

期　　　　　　間

会　場 ・ 時　間

会員証・支払方法

６月１５日（土）～９月１５日（日）　【除外日：催事期間中】

本館１階　　　１１：00～２３：００

事前予約は不要です。当日、会員証を提示し料金をお支払いください。　※大人・子ども同一料金

①　選べるメイン＆
　 デザート

3,200円(通常4,290～4,675円)

備　考

Ⓐ前菜4品、Ⓑメインディッシュ4品、Ⓒデザート5
種、コーヒーまたは紅茶のメニューより各1品をお選
びください。※追加料金で他のメニューもお選びに
なれます。①②のメニューに追加料金2,000円でフ
リードリンク(120分)をお付けできます。(ビール、
ワイン白赤、ソフトドリンク)

スモークサーモンとポテトサラダ、本日のスープ、
サーロインステーキ(US180g)、選べるデザート（５
種より選択）、コーヒーまたは紅茶

料金　大人　　2,000 円 ( 通常　平日 2,800 円 / 土日祝 3,200 円 )
　　　小学生　1,000 円 ( 通常 1,500 円 )　4～ 6歳　700円 ( 通常 1,250 円 )

（税・サービス料金込）※3歳以下は無料

利用方法
◇シェフおすすめのメイン料理はお好みでチョイス。18種類のサラダに 2種類のスープ、パ
ティシェによるデザートなど優雅なランチタイムをお楽しみください。

（税・サービス料金込）飲み物は別料金

期間　７月 13日（土）～９月 1日（日）

料金　大　人　3,850 円 ( 通常　平日 5,500 円 / 土日祝 5,800 円 )
　　　小学生　1,400 円 ( 通常 2,600 円 )
　　　４～６歳　800円 ( 通常 1,300 円 )

料　金コース

③　ダイナーステーキ
　 コース
　 ワンドリンク付き

②　選べるランチ＆
　 ディナー

5,800円(通常9,405円)

4,000円(通常5,445～6,325円)

住　　　　　　所
交　　　　　　通

そ　　の　　他 「ゆう」から食事チケットは発行しません。

千代田区内幸町1-1-1
東京メトロ日比谷線、千代田線、「日比谷駅」よりA13出口徒歩約２分

問い合わせ先
03-3539-8046

帝国ホテル　東京レストラン
カジュアルレストラン パークサイドダイナー

ゆう会員証提示
予約不要

時間 17:00 ～ 20:30（最終入店時間）

シーズナルセレクトランチ
時間　12:00 ～ 14:00

※3歳以下は無料

追加料金1,000円でサーロインステーキ
をフィレステーキ（US100g）に変更可能

期間　６月１５日（土）～９月３０日（月）

※ⒷⒸより各１品お選びください。

※ⒶⒷⒸより各１品お選びください。
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志村けん一座　第１４回公演

「一姫二太郎三かぼちゃ」 スラバのスノーショー

ロシア４大バレエ劇場の競演
親子で楽しむ夏休みバレエまつり

ディズニー・アカペラ・コンサート
ハッスル★マッスル

熱帯JAZZ楽団 LIVE
アコースティック・ソロライブ O-kiraku Live 2019

志村魂

ブラスト！：ミュージック・オブ・ディズニー

 ディカペラ

～2019夏の会～
世良公則  

2019忍者

Ｓ席指定　6,800円
Ｓ席指定　6,300円

全席指定　6,000円 Ｓ席指定　9,000円

Presentation made under 
license from Disney Concerts 
(C)Disney All rights reserved

全席指定大人　4,000円
全席指定子供　2,500円

全席指定　4,000円 全席指定　5,000円

❶８/４（日）13：00　❷８/6（火）13：00
❸８/10（土）12：30

❶８/11（日）13：00　❷８/17（土）17：00

❶８/２（金）14：00　❷８/3（土）11：30 ❶８/24（土）13：00　❷８/25（日）11：00

❶９/６（金）19：00　❷９/８（日）13：00 ８/24（土）17：00

８/10（土）17：00 ９/28（土）16：00

＊５歳以上有料　＊４歳以下入場不可

会場：明治座（浜町）
枚数：各回10枚
　　（一会員２枚まで）

（一般料金　8,500円）

＊推奨年齢8歳以上
＊おひとり様１枚ずつチケットが必要です。膝上での鑑賞不可

会場：シアター１０１０
　　（北千住）
枚数：各10枚
（一会員２枚まで）

（一般料金　8,500円）

＊３歳以下入場不可 ＊演奏は特別録音音源を使用

会場：東京文化会館 大ホール
　　（上野）
枚数：各回10枚（一会員４枚まで）

（一般料金　7,500円）

ⒸDisney＊３歳未満入場不可
＊おひとり様１枚ずつチケットが必要です。膝上での鑑賞不可
＊上演時間：２時間（予定／20分休憩含む）

会場：東急シアターオーブ
　　（渋谷）
枚数：各回10枚
　　（一会員４枚まで）

（一般料金　11,500円）

Ｓ席指定　❶7,500円
　　　　　❷8,000円

＊３歳以上のお子様のご入場はお断りいたします。

会場：東急シアターオーブ（渋谷）
枚数：各回10枚（一会員4枚まで）

（一般料金　8,500円）
会場：きゅりあん（品川区立総合区民会館）
　　　大ホール（大井町）
枚数：10枚（一会員４枚）

＊未就学児は入場不可

会場：ティアラこうとう 大ホール
　　（住吉）
枚数：20枚（一会員２枚まで）

（一般料金　5,500円）

＊未就学児は入場不可

会場：北とぴあ さくらホール
　　（王子）
枚数：20枚（一会員２枚まで）

（一般料金　6,200円）

シルク・ドゥ・ソレイユの名作「アレグリア」の一場面を制作した、世
界最高峰の道化師スラバ・ポルニンが創作・演出する体感型ファンタジ
ーショー。

チャイコフスキーの名作『眠りの森の美女』『くるみ割り人形』『白鳥の湖』
をはじめ、バレエの傑作の名シーンばかりを司会のお姉さんの解説つきでお見
せします！チャイコフスキー作品の他にも、派手なテクニックで魅せる『ド
ン・キホーテ』など華やかな作品が数多く上演され、小さなお子さまも美しい
バレエの世界に夢中になって楽しめます。

「筋肉であなたを笑顔にする」をスローガンに海外や全国各地で上演した「マッスルミュージカ
ル」の元メンバーが魂の集団「ハッスル★マッスル」となって再び舞台に戻ってきた！ファミリー
で楽しめるギネス世界記録™保持者とトップアスリート達の究極の筋肉パフォーマンスをご期待ください。
出演：総合リーダー　高橋博光　モンスターＢＯＸギネス世界記録™保持者　大山大和
　　　2017年大道芸世界チャンピョン　張海輪　

アコースティックギター１本とは思えないほどの迫力のギターと、
唯一無二の歌声で聴衆の心を鷲掴みにし続けている。
カヴァー曲、ツイスト時代の名曲を織り交ぜ、熱く燃えるステー
ジは必見。

魅せる音楽集団「ブラスト！」がディズニー音楽で贈る究極のエンターテイメント！
独創的なアレンジとパフォーマンスでディズニー音楽が生まれ変わる！

ディズニーの不朽の名作から近年のヒット作ま
で、誰でも知っている名曲を日本初上陸のディ
ズニー公式アカペラグループ「ディカペラ」が
声だけで魅せます！

ラテンジャズ・ビックバンドの最高峰！
スペシャルゲストに多彩な活躍を続けるピアノ界のスーパーレディ・
国府弘子を迎え、とびっきり熱い夏ライブをお届けします。
スペシャルゲスト：国府弘子

＊未就学児は保護者膝上で1名無料（お席が必要な場合はチケット必要）

（一般料金　5,000円）

（一般料金　3,500円）

筋肉サーカス

東京公演
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《広告》はせがわ

一会員６枚まで


