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  申込方法は各種イベントごとに異なりますので、イベントの詳細をご確認ください。
【窓口販売】「北千住駅」下車　「あだち産業センター」２階
【ハガキ申込】 専用ハガキは利用補助券セットに同封。普通のハガキでも記入漏れがなければＯＫ！ 
　              「〒１２０－８５７５  足立区千住１－５－７ あだち産業センター２階   足立区勤労福祉サービスセンター 　　宛」
【ＦＡＸ申込】 ０３－３８８１－８０５２「利用ガイド２０１９」Ｐ．９３の専用ＦＡＸ申込用紙をお使いください。
【電話申込】 ０３－６８１２－０８７１【営業時間】平日：午前９時～午後５時　第四土曜日：午前９時～午後４時
【ホームページ申込】　http://www.yuu.or.jp/　　　　※７月の土曜営業は、２７日（午前９時～午後４時）です。

７月１０日発行
事業所数
会 員 数

4,639
12,128

申込みは、ハガキ／ＦＡＸで「有限会社北斗観光バス」へ初秋あっせん日帰りバスツアー初秋あっせん日帰りバスツアー

会　員 家　族 関 係 者

申込みは、ハガキ／ＦＡＸで「有限会社北斗観光バス」へ

写真はすべてイメージです

出発：足立区役所前 午前７時30分　帰着：足立区役所前 午後６時３０分頃　交通状況により到着時間変更あり
日 程
時 間

大人（中学生以上）
小学生

６,６００ 円 ７,６００ 円
７,１００ 円

８,６００ 円
８,１００ 円

幼児（３歳以上） ６,８００ 円 ７,８００ 円

９月２８日（土） ８０名　(最少催行人数３５名）　※雨天決行

※3歳未満のお子様は、バス席なしで昼食も大人の方と一緒であれば無料となります。バス席を御希望の場合は別途料金が必要
　となります。詳しくは旅行会社へお問合せください。
※会員・家族の旅行代金は補助金を差し引いた金額です。　※家族とは　　に家族登録済の会員の配偶者・子・実父母です。
※キャンセル料は基本料金８，６００円をもとに旅行会社の基準により算定されます。
※参加費には、バス代（高速・駐車場代を含む）、昼食代、入館料、シャインマスカット食べ放題料および諸費用を含みます。

足立区役所→河口湖・金多留満（買物・観光）→河口湖オルゴールの森美術館（観光）
→バイキングシルバンズ（昼食）→シャトー勝沼（観光・ミニワインボトルプレゼント【お子様はブドウゼリー】）
→紅玉園（シャインマスカット狩り・食べ放題【約３０分】）→足立区役所・北千住付近（日光街道）

７月３１日（水）必着　※申込み多数の場合は抽選となります。結果のお知らせは８月１０日頃郵送にてご連絡します。
　０４－７１２０－８７００　午前９時３０分～午後５時３０分　（電話での申込はできません）
●この旅行は、有限会社北斗観光バスと参加者個人との契約で行われます。
●旅行の内容、旅行代金の支払い、キャンセル等についてのお問い合わせは、旅行会社にお願いいたします。
●最少催行人数（３５名）に満たない場合は、中止となります。旅行会社が１０日前までに連絡をいたします。

行 程

旅行代金

そ の 他

申込み先

申込方法

締 切
お問合せ

◇旅行企画・実施　有限会社北斗観光バス　千葉県知事登録旅行業第２－７９４号　総合旅行業務取扱管理者　瀬能玲子

◇利用バス会社　　有限会社北斗観光バス

募 集

●有限会社北斗観光バス　〒２７０－０２３３　千葉県野田市船形３２-２　担当：本多長利
　ＦＡＸ申込み先　０４（７１２０）８７０１　旅行名「　　初秋日帰りバスツアー」
ハガキかＦＡＸで下記①～⑥を明記の上「申込み先」へ送付してください。
①旅行名「初秋バスツアー」　②会員番号　③氏名・年齢　④住所　⑤日中連絡のつく電話番号
⑥参加者全員の氏名・年齢・申込区分（家族、家族、関係者）

山梨シャインマスカット食べ放題とバイキング山梨シャインマスカット食べ放題とバイキング
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平成30年度　事業報告 ・決算平成30年度　事業報告 ・決算
事 業 報 告

決 　 　 算 平成３０年度の決算は次のとおりです。

　５月２１日理事会、６月１７日評議員会で、平成３０年度の事
業報告・決算が承認されました。そのあらましをお知らせします｡

　生活や暮らしのための事業、趣味や教養の事業、健康・スポーツ、余暇・レジャーなどのさまざま
な事業を実施し、下記のとおり多くのみなさんにご利用いただきました。

　　生活安定事業

　（１）給付金…給付件数　１,７１７件
　（２）生活資金融資あっせん…融資実行　３件 
　（３）クオカード、区内共通商品券など…４,１４５枚、産地直送品８品目　１,０３３件

　　健康維持増進事業

　（１）健康管理…人間ドック利用、健康診断利用補助　１,９１７人、集団健康診断　３２５人
　（２）健康増進…健康ランド利用補助、区内公衆浴場回数券、スポーツクラブなど　１６,８６５件

　　老後生活安定事業

　（１）生活設計支援事業…ライフプランセミナー　３４人参加

　　自己啓発事業

　（１）講座・教室補助…文化教養講座受講補助、資格取得受験補助　２１１件
　（２）生涯学習援助…ＮＨＫ学園、放送大学　８件
　（３）自己啓発関連…美術展・展覧会チケット販売　３,４８７枚、図書カードの販売　２,７１６枚
　　　　　　　　　　 歌舞伎鑑賞教室・能楽鑑賞教室などのチケット販売　８２枚、
　　　　　　　　　　 若手社員研修　２６人参加

　　余暇活動事業

　（１）レクリエーション…東京ディズニーリゾート・パーク・ファン・パーティ－　５６０人参加
　（２）あっせん日帰りバスツアー利用補助…７７８人参加
　（３）宿泊施設…宿泊施設利用補助　３,５４４件、会員制リゾート施設利用　１２２件
　（４）遊園施設…としまえん、東京ドームシティなど  １９,２２５件
　（５）各種チケット販売…プロ野球、ジェフグルメカード、映画鑑賞パスポート券など　２１,７４８枚

　　財産形成事業

　（１）加入状況…１５事業所  ７１人

　　生活産業広報紙発行事業

　（１）公社ニュース「ときめき」企画編集発行…月１回　区内各戸配布

　　加入促進事業

　（１）会員加入促進…会員の加入促進事業など

（A）会員からの会費収入､事業参加収入、
　　 チケット売り上げなど

（B）その他（受取利息､手数料収入など）

（C）足立区からの補助金収入

（D）事業の経費（給付金、利用補助金､
　　 チケットの仕入れなど）

（E）人件費、管理運営費

会員からの収入（A）とその他の収入（B）は、会員のための事業の経費（D）に使用しました。
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会員拡大
キャンペーン

お電話をいただければ、「会員拡大キャンペーン」手続き書類をお送りします。

問合せ先　TEL03-6812-0871  FAX03-3881-8052
“　　”窓口でもお手続きできます！

昨年度までのキャンペーン記念品（足立区内共通商品券又はクオカード）は終了いたしました。

現在、　　 に加入されている事業所で

１２月２７日（金）までに
追加入会していただくと

入会金が無料になります

まだ“　　”に入会していない事業所が同時に５名以上で入会される場合には、入会
金や最大９か月分の会費が無料になる「新規入会キャンペーン」を展開中です！
新たにご入会いただく事業所を、ご紹介いただくと、入会一人につき１,０００円分の図書カードを差し上げます。

３５,０００店が加盟する代金先払いの食事券です。

１セット　２，７００円　（５００円券×６枚）
１会員　１０セットまで (年度 )
取扱加盟店で利用できます。使用期限はありません。
今年度販売予定の５，５００セットに達した段階で販売終了となります。

申込枚数
販売価格

販売方法

そ の 他

加 盟 店
「主 な 店」

●直接ゆう窓口で購入いただくか、電話／ハガキ／ FAX／ホームページで
　会員番号、会員氏名、申込セット数、送付先（自宅 or 勤務先）を明記して
　お申し込みください。
●送付方法は代金引換郵便のみとなります。
　※代金引換郵便手数料は、１０セットまで４６０円です。

ファミリーレストラン（洋食・和食・中華）
　　　：デニーズ、ガスト、ロイヤルホスト、藍屋、華屋与平衛、和食さと、和ぐるめ、
　　　　バーミヤン　ほか
ファーストフード（軽食・カフェ等）
　　　： モスバーガー、吉野家、ケンタッキーフライドチキン　ほか
居酒屋：江戸一、和民、魚民、鮒忠、はなの舞、銀座ライオン、ニュートーキョー　ほか
その他：かに道楽、リンガーハット、てんや、あさくま、安楽亭、木曽路、肉の万世、
　　　　カラオケビックエコー　ほか

●申し込み後のキャンセル、枚数変更はできません。
●ジェフグルメカードは、現金の引換はできません。

ジェフグルメカードの通年販売
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今年のテーマは「親子～それぞれの時代のウルトラマン～」長きにわたって愛され続ける永遠のヒーロー【ウ
ルトラマン】。今年の目玉は「親子スゴでかフォトスポット」。迫力満点の超巨大展示がお出迎えします！

開催日時
〈第１部〉７月１９日（金）から８月６日（火）まで
［休業日］８月７日（水）　※メンテナンスのため終日休業となります。
〈第２部〉８月８日（木）から８月２６日（月）まで
※〈第１部〉〈第２部〉ともに午前１０時～午後５時３０分（最終入場午後５時まで）

池袋・サンシャインシティ 文化会館 4Ｆ 展示ホールＢ
（東京メトロ有楽町線　東池袋駅徒歩 3分）

●ライブステージは全席指定です。会場入場前に指定席券をお受取りください。ライブステージの観覧
　はお一人様１回限り。各回定員になり次第、締め切りとなります。
※入場券１枚につきライブステージの座席１席と引換え可能。
●ライブステージでの静止画・動画撮影・録音は原則禁止です。 
●ベビーカーでの入場はご遠慮ください（置き場あり）。

大　人（中学生以上）  　１,５００円  （当日券　２,３００円）
こども（３歳～小学生）      ９００円  （当日券　１,６００円）
※2歳以下は無料

●一会員 5枚まで　　　　　　　  予定枚数を超えた時点で販売終了
●ゆう窓口　　　　　　　　　　  ８月２４日（土）午後４時まで
●ハガキ /ＦＡＸ/ホームページ　８月２０日（火）午後５時必着
※会員番号・会員氏名・イベント名・枚数（大人 /こども別）・送付先（勤務先 or 自宅）を明記してください。
※申込後のキャンセル・枚数変更はできません。

会 場

販売価格

申込方法

そ の 他

「ウルトラマンフェスティバル2019」チケット販売

Ⓒ円谷プロ

仮面ライダー × スーパー戦隊
入場券（「仮面ライダースーパーステージ」自由席付）Ｗヒーロー夏祭り201９

開 催 日 ８月９日（金）から８月２２日（木）まで

●自由席は、座席に限りがあります。混雑時は立ち見もしくはご希望の
　日時に観覧できない場合があります。
　なお、２歳以下の方でも座席の必要な方はチケットをご購入下さい。

大　人（中学生以上）  　　１,４００円  （一般前売料金　１,９００円）
こども（３歳～小学生）  　１,１００円  （一般前売料金　１,６００円）  ※２歳以下無料

●一会員 5枚まで
●窓口販売　　　　　　　　　　  ７月２７日（土）午後４時まで
●ハガキ /ＦＡＸ/ホームページ　７月２４日（水）午後５時必着
●会員番号、会員氏名、イベント名、枚数（大人 /こども別）、
　送付先（自宅 or 勤務先）を明記。
●申込後のキャンセル・枚数変更はできません。

午前９時３０分～午後４時３０分（最終入場午後４時まで）
※８/１０～１２は午前９時～午後５時（最終入場午後４時３０分）

開催時間

料 金

申込方法

注 意 点

現在放送中の「仮面ライダージオウ」、「騎士竜戦隊リュウソウジャー」など豪華ヒーロー達が大集結！
「令和」最初の夏に、『Wヒーロー夏祭り』で最高の思い出を作ろう！

８月９日（金）から８月２２日（木）まで

東京ドームシティ プリズムホール会 場

Ⓒ石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映AG・東映
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商 品 「梨」　幸水　　規格・贈答用　５㎏箱詰め

≪お届先≫ハガキ /FAX/ ホームページの通信欄にはっきりとお書きください。
口　　　数… 送り先ごとに口数をお書きください。
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。

贈答用５キロ箱　３,１００円（一般料金　４,３４８円）
※送料・税込です。
※品質管理のため沖縄、離島への発送はできません。

料 金 等

申込口数 一会員２口まで

８月下旬から９月上旬（予定）天候等により多少前後します。

７月２６日（金）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。

８月１日（木）頃に送付する振込用紙にて、到着後１週間以内にお支払いください。

商品発送

締 切

支 払

味の宅配便 「梨」味の宅配便
「福島の梨をお届けします」
みずみずしい果肉、上品な甘さ、程よい酸味の梨です。

「梨」
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Information
●としまえん「のりもの１日券」では、プールへの入場はできません。
　「のりもの１日券」をお持ちの方は、当日現地窓口で差額（大人 1,500 円　子ども 1,100 円）
  を支払えば「夏の一日券」（プール可）に引換できます。
　としまえんへ直接お問い合わせください。　
●健康診断契約病院が２か所加わりました。ご利用ください。

ゆうえんち夏の利用補助案内

●大磯ロングビーチ●大磯ロングビーチ

●国営昭和記念公園レインボープール●国営昭和記念公園レインボープール ●東京サマーランド●東京サマーランド

●よみうりランド●よみうりランド

７月号には『夏季プール利用補助券』が同封されています。ご家族でご利用ください！

※利用補助券は、一会員６枚つづりで、会員と家族が利用できます。
　ご利用の際は、利用補助券の裏面の利用上の注意をよくお読みください。
　なお、利用補助券は追加発行や再発行ができません。

利用期間 ９月３０日（月）まで

販売枚数

申込方法

料 金 １枚１,１００円　大人・小人共通（一般価格１,９００円【大人】）

そ の 他

●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。
●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。
●現金との交換、返金及び再発行はできません。
●申込後のキャンセルはできません。

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・会員氏名・チケット名 (前期分 )・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。

一会員　前期分　５枚まで　予定枚数完売をもって販売終了。
　※後期分（１０月１日～２０２０年３月３１日）の販売は、９月下旬以降となります。

病院名・所在地・電話番号

東伊興クリニック
足立区東伊興３－２１－３
〓０３－５６９１－７０７７

一般料金

１３,８２０円 ８,６００円

契約料金 本人負担額

会員
：３,６００円
家族
：５,６００円

要予約
健診日：月曜～日曜
※食事を摂らずに来院のこと
休診日：祝日

ふれあいファミリークリニック
足立区宮城１－３３－２０
〓０３－６９０８－４３３０

９,０００円 ８,０００円
会員
：３,０００円
家族
：５,０００円

要予約
健診日：月曜～金曜　午前・午後
（水曜午前・木曜午後は除く）
第１土曜日　午前

備考

映画鑑賞券「TOHOシネマズパスポートチケット」（前期分）を発売中！
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【抽選販売】映画鑑賞券「ＳＭＴ 特別団体鑑賞券」
「MOVIX 亀有（アリオ亀有アリオモール３Ｆ）」をはじめ、MOVIX 各館でご利用できる
「特別団体鑑賞券」を発売いたします。会員・ご家族の皆様でご利用ください。
( 本券でこれまで利用できました全国のイオンシネマは今回から利用できなくなりました )
☆【限定５００枚】申し込み多数の場合は抽選　☆チケット発送は 7月下旬

５００枚（申込み多数の場合は抽選となります。）募集枚数

申込方法

販売価格
有効期限

代金支払
方 法

注 意 点

１枚　１,１００円
８月１日（木）から２０２０年１月３１日（金）まで

当選された方には、７月下旬にチケットと一緒に送付する振込用紙にて、
到着後１週間以内にお支払いください。

●一会員５枚まで

●申込期限　７月２２日（月）午後５時必着
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページで会員番号・会員氏名・チケット名・枚数・送付
　（自宅 or 勤務先）を明記のうえお申込みください。
●募集枚数を超えた場合は抽選になります。落選の通知はいたしません。
　※当選された方には、チケット・振込用紙を郵送いたします。
●申込期限後のキャンセル・枚数変更はできません。

●チケット１枚につき、一人一作品の鑑賞ができます。
●各種割引と併用はできません。
●試写会や貸切り上映などの特別興行にはご利用できません。
●大人、小人共通利用です。
●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。
●現金との交換、返金および再発行はできません。
＜利用可能劇場＞
全国のMOVIX 劇場（亀有、川口、三郷、さいたま等）、新宿ピカデリー、丸の内ピカデリー、神戸国際松竹、東劇
※全国のイオンシネマは利用できません。

◆７月１6日（火）午前１０時から電話受け付け開始（先着順）します
◆下記の残券は６月２５日（火）現在の情報です。電話受付時点で完売となってる場合はご了承ください。

◉ 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。

ビームシート

ス カ イ ４種
券

日　　程

対　　戦

開始時間

広島

１

完売

午後６時

（火）
７／３０

広島

完売

１

午後６時

（水）
７／３１

広島

２

完売

午後６時

（木）
８／１

ヤクルト

１

１

午後２時

（土）
８／１０

阪神

１

完売

午後６時

（金）
８／１６

ビームシート

ス カ イ ４種
券

日　　程

対　　戦

開始時間

DeNA

完売

１

午後６時

（金）
８／２３

広島

１

１

午後６時

（木）
８／２９

中日

完売

1

午後６時

（木）
９／５

阪神

完売

1

午後２時

（月・祝）
９／１６

東京ドーム　プロ野球巨人戦チケット（前回募集分）　　　　　　　　　　巨人戦　　　　



○料金は、税・サービス料を含みます。 ○追加オーダーのお料理やお飲物については 10％引きとさせていただきます。

○料金は、税・サービス料を含みます。 ○追加オーダーのお料理やお飲物については 10％引きとさせていただきます。

予約後　　 へ申し込み

　　 から食事チケットを送付

当日チケットを提出し食事を楽しむ

②

③

④

① レストランへ予約

※写真はすべてイメージです

「足立区勤労福祉サービスセンター　　 」の会員と告げて、日程やコースを予約してください。

専用ハガキ／ＦＡＸ／ホームページから、必要事項を記入し　　 へ申し込んでください。
◆必要事項　会員番号、氏名、レストラン名、利用日、コース名、ランチかディナー、
　利用枚数、区分（大人・小人等）、送付先（自宅 or 事業所）、日中連絡のつく電話番号
食事チケットを郵送します。お申し込みから１週間ほどかかります。日程にゆとりのない方は、
窓口受取をお願いします。

レストランで、予約名を告げ食事チケットを提出のうえ、食事をお楽しみください。
※食事チケットの提出がない場合は、通常料金になりますのでご注意ください。

食事チケットの申し込み方法（予約制）

港区台場２－６－１・ゆりかもめ「台場」駅直結、・臨海副都心線「東京テレポート」駅より徒歩１５分
（※銀座桜蘭：中央区銀座５－８－２０　銀座コア１０階）　

グランドニッコー東京 台場

（一会員各施設６枚まで）

グランドニッコー東京 台場

利用期間：７月１０日（水）～ ９月３０日（月）

レストラン名

券　種

○７～１２歳及び４～６歳の土日祝日料金は平日に同じ

○７～１２歳及び４～６歳の土日祝日料金は平日に同じ

ランチブッフェ
（午前１１時３０分～午後２時３０分）（L.O）

●３, ５００円（通常５,２４７円）

●８, ０００円（通常１０,３７３円）

ディナーブッフェ
（午後５時３０分～午後９時）（L.O）
（土日祝 午後５時～午後９時）（L.O）

１階

区分 料　金

料　金

平日

土日
祝日

平日

土日
祝日

《ガーデンダイニング》　

レストラン名

券　種

２階

内容 区分

雅

彩虹 全日

全日

広東料理《台場　楼蘭》　

予約先　０３－５５００－６６００予約先　０３－５５００－６６００

予約先　０３－５５００－６６０８予約先　０３－５５００－６６０８

ランチコース
（午前１１時～午後４時３０分）
ディナーコース

（午後５時～午後９時）（L.O）

ランチコース

ディナーコース
（午後5時30分～午後9時）（L.O）

●３, ５００円（通常５,３４６円）

●８, ０００円（通常１０，０９８円）

料　金

レストラン名

券　種 内容 区分

宋梅

彩虹 全日

全日

広東料理《銀座　楼蘭》　銀座コア１０階
予約先　０３－３５７５－０７８７予約先　０３－３５７５－０７８７

セミブッフェランチコース
（午前１１時３０分～午後２時３０分）（L.O）

●全日　３, ９００円（通常４，８８１円）

●全日　４, ５００円（通常５，４９１円）

料　金

レストラン名

券　種

３０階

区分

平日

土日
祝日

《The Grill on 30th》　
予約先　０３－５５００－６６０５予約先　０３－５５００－６６０５

●大　人（中学生以上）　　２, ４００円（通常３，１７３円）
●シニア（６５歳以上）　　２，０００円（通常２，８０７円）
●７～１２歳　　　　　　  １，１００円（通常１，７０８円）
●４～６歳　　　　　　　　　６００円（通常１，１５８円）

●大　人（中学生以上）　　３, １００円（通常４，０２７円）
●シニア（６５歳以上）　　２，８００円（通常３，６６１円）

●大　人（中学生以上）　　４, １００円（通常５，１２５円）
●シニア（６５歳以上）　　３，８００円（通常４，７６０円）
●７～１２歳　　　　　　  ２，１００円（通常２，８０６円）
●４～６歳　　　　　　　  １，１００円（通常１，７０８円）

●大　人（中学生以上）　　４, ７００円（通常５，７３５円）
●シニア（６５歳以上）　　４，３００円（通常５，３７０円）
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（午前１１時～午後2時３０分）
土日祝は午後3時30分まで



●
食事チケット　ご案内中です食事チケット　ご案内中です

備　考料　金コース

墨田区錦糸１－２－２　交通・ＪＲ錦糸町駅北口徒歩３分・東京メトロ半蔵門線錦糸町駅３番出口徒歩５分　※写真はすべてイメージです

東武ホテルレバント東京東武ホテルレバント東京

レストラン名

《ヴェルデュール》では、和・洋・中・デザート５０種類以上のお料理をビュッフェスタイルでお楽しみいただけます。また、
２４階のスカイツリー®ビューレストラン《簾》は、日本の粋と雅を感じさせる日本料理とフランス料理をご堪能いただけます。

券　種

○シニア…６５歳以上、　子供…４歳～小学生、　３歳以下は無料　※フリードリンクバー付（ソフトドリンク）

ランチビュッフェ
（午前１１時３０分～午後２時３０分）

（９０分制）
ランチビュッフェ

（午前１１時３０分～午後３時）
（９０分制）

ディナービュッフェ
（午後５時３０分～午後９時）

（１２０分制）

区　分 料　金

月～金曜

　　土日
　　祝日

月～金曜

　　土日
　　祝日

スーパーダイニング《ヴェルデュール》　２階 
予約先　０３－５６１１－５６７０予約先　０３－５６１１－５６７０

ランチ

ディナー

料　金

レストラン名

券　種 内　容

○料金は、税・サービス料を含みます　○全席禁煙となります。　○食事チケットに含まないお料理やお飲物の追加は、ゆう会員証提示
により１０％引きになります。　○食材の都合により予告なくメニューが変わる場合があります。

おしゃべり会席（平日）

三段弁当すみだ（土日祝日）

日本料理「舞」会席（全日）

予約先　０３－５６１１－５５９１予約先　０３－５６１１－５５９１

●大　人　２,２００円
●シニア　１,９３０円
●子　供　　 ８５０円

（通常３，０００円）
（通常２，７００円）
（通常１，５００円）

●大　人　２,６５０円
●シニア　２,３８０円
●子　供　１,０７５円

（通常３，５００円）
（通常３，２００円）
（通常１，７５０円）

●大　人　３,０１０円
●シニア　２,７４０円
●子　供　１,２５５円

（通常３，９００円）
（通常３，６００円）
（通常１，９５０円）

●大　人　３,９１０円
●シニア　３,６４０円
●子　供　１,７０５円

（通常４，９００円）
（通常４，６００円）
（通常２，４５０円）
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スカイツリー®ビューレストラン《簾》（れん）　２４階　

利用期間：７月１０日（水）～ ９月３０日（月） （午前１０時～午後７時）

（午前１０時～午後７時）利用期間：７月１０日（水）～ ９月３０日（月）

 ホテルオークラ東京ベイ　　～９月３０日　詳しくは「From 」６月号をご覧ください。

※７／２７は除外日

※７／２７・２８は除外日

３,０００円
３,０００円

６,３００円

（通常　４,１５８円）

（通常　４,１５８円）

（通常　７,７２２円）

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

９月１５日（日）まで　【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) Ⓐ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

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
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

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

※ⒷⒸ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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FIVＢワールドカップバレーボール2019FIVＢワールドカップバレーボール2019
「ＦＩＶＢワールドカップバレーボール」は、オリンピック、世界選手権と並びバレーボールの３大公
式大会として４年に一度開催されるビッグイベント。
　今回の大会は、その１０ヶ月後に迫る東京２０２０オリンピックに直結する重要な大会となります。
ぜひ、目の前で繰り広げられる熱戦をご覧下さい。今回は女子横浜大会のみのご案内です。

横浜アリーナ

SS席 ７,９００円（一般料金　９,８００円）

●ハガキ/ＦＡＸ/ホームページより、「ワールドカップバレーボール2019」・希
　望日・会員番号・会員氏名・電話番号・送付先（自宅or勤務先）を記入してお申
　込みください。
●一会員２枚まで（試合日を変えての申込可）
　　※それぞれの席数には限りがあり、多数の場合は抽選となります。
●締切後の変更・キャンセルはできませんのでご了承ください。
●このチケットで第1試合（12：30開始）、第2試合（15：00開始）も観戦できます。

７月２５日（木）午後５時必着

当選者へのチケット送付は簡易書留にて8月中旬予定
（落選者への通知はありません）

会　　　場

販 売 価 格

申込方法等

締　　　切

発　　　送

●　　窓口
●電話 /ハガキ /ＦＡＸ/
　ホームページから会員番
　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。

利用期間 ２０２０年３月３１日（火）まで（通年券）

一会員　年度内　１０枚まで　（完売をもって販売終了）

そ の 他

●チケットは、随時発送いたします。
●申込後のキャンセル・変更はできません。
●ホテル宿泊をする方は、直接予約センターへお申込みください。
　（利用ガイド 2019　P20 参照）

販売枚数

申込方法

料　　金 １枚　７００円　　  （大人通常料金　３,５００円）
※３歳以上から有料  （幼児通常料金　１,６００円）

スライダーで楽しめるだけでなく、家族や大切な人との絆を深められるカフェとテラスを新設 
高低差も走行距離も日本一『 ビッグ アロハ』のボディスライダー!! 
夏こそ！スパリゾートハワイアンズ！

①９月１４日（土）日本VSドミニカ共和国　日本代表戦開始時間　19：20（第３試合）
②９月１５日（日）日本VSロシア　　　　　日本代表戦開始時間　19：20（第３試合）

試 合 日 時
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１１月４日（月・休）まで

●一会員　5枚まで　予定枚数を超えた時点で販売終了

日本科学未来館
（東京国際クルーズターミナル駅下車約５分　東京テレポート駅下車約１５分）

大人（１９歳以上）　　　１,０００円（当日券　１,８００円）
中人（小学生～１８歳）　　 ８００円（当日券　１,４００円）
小人（４歳～小学生未満）　 ４００円（当日券　　 ９００円）

開催日時

会 場

販売価格

販売枚数

申込方法

●ゆう窓口　                          ８月３０日（金）まで
●ハガキ/FAX/ホームページ　  ８月３０日（金）まで　午後５時必着

企画展 「マンモス展」 チケット販売中

●午前１０時～午後５時（入場は閉館の３０分前まで） ＊休館日　火曜日
　（ただし、７/２３、７/３０、８/６、８/１３、８/２０、８/２７、１０/２２は開館）

＊ハガキ /FAX/ ホームページで会員番号・会員氏名・イベント名「マンモス展」・
　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。
＊申込後のキャンセル、枚数変更はできません。

「ゲゲゲの妖怪 100 物語」

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　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）午後５時必着

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

足立区内公衆浴場入浴回数券の販売

( 有効期限：2020 年 6月 30日 )

郵送の場合は、代金引換郵便になります。(代金引換郵便手数料のお支払いが必要です)
詳しくは、「利用ガイド2019」６ページをご覧ください。

4,100 円
6冊

種　　　　　類 販売価格 年度内購入制限

※申し込み後のキャンセル・変更はできません。
※１０月１日に消費税が１０％に
　なった場合でも、追加料金なし
　で利用できます。

足立区内公衆浴場入浴回数券
（回数券１１枚）
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原三溪は、明治初年に生まれ、横浜において生糸貿易や製糸業などで財をなした実業家です。
本展は「コレクター」「茶人」「アーティスト」「パトロン」としての業績に焦点を当て、国宝や重要文化財に指定される名品、
貴重な関連資料を展観することによって、原三溪の文化人としての全体像を描きだします。

開催日時

会　　場

料　　金

申込方法

７月１３日（土）から９月１日（日）まで
午前１０時～午後６時（金曜・土曜日は午後８時まで）
○休館日…木曜日　　

横浜美術館（横浜市西区みなとみらい３－４－１）
一　般　　１,０００円 （当日券　１,６００円）

●ゆう窓口販売　　　　　　　　　８月３０日（金）まで
●ハガキ /ＦＡＸ/ホームページ　 ８月２３日（金）午後５時必着
●一会員５枚まで　　㊟ 完売をもって販売終了　
　　　　　　　　　　㊟ 申込後のキャンセルはできません。

赤い色をしたきょうだいたちの中で、唯一黒い魚の物語『スイミー』。小学校の教科書に掲載され、日本全国で親しまれてい
ます。作者のレオ・レオーニはイタリアやアメリカでグラフィック・デザイナーとして活躍した後、『あおくんときいろちゃ
ん』で初めて絵本の世界に足を踏み入れました。絵本『スイミー』の幻とされた原画（スロバキア国立美術館所蔵）が来日。
ぜひ会場でじっくりご覧ください。

開催日時

会　　場

料　　金

申込方法

申込方法

７月１３日（土）から９月２９日（日）まで

損保ジャパン日本興亜美術館 
一　般　　８００円 （当日券　１,３００円）

●ゆう窓口　　　　　　　　　　　９月２７日（金）まで
●ハガキ・FAX・ホームページ　　９月２０日（金）午後 5時必着
●一会員５枚まで　　㊟ 完売をもって販売終了　㊟ 申込後のキャンセルはできません。

絵を書かない高畑勲監督がどのようにして歴史に残るアニメーションをつくったか？他のクリエータ―たちとの交流や共同制
作の過程を通して明らかにします。（「太陽の王子 ホルスの大冒険」「アルプスの少女ハイジ」「赤毛のアン」「火垂るの墓」「母
をたずねて三千里」「かぐや姫の物語」など）

開催日時

会　　場

料　　金

７月２日（火）から１０月６日（日）まで

東京国立近代美術館 １階企画展ギャラリー 

●ゆう窓口販売　　　　　　　　 １０月４日 (金 ) まで
●ハガキ /ＦＡＸ/ホームページ　９月２７日 (金）午後 5時必着
●一会員５枚まで　　㊟ 完売をもって販売終了　㊟ 申込後のキャンセルはできません。

横浜美術館開館30周年記念　生誕150年・没後80年記念

「原三溪の美術　伝説の大コレクション」

みんなの　レオ・レオーニ展

はら　さんけい

※小学生以下は無料
※毎週土曜は高校生以下無料（要生徒手帳、学生証）
※障がい者手帳をお持ちの方とその付添の方（1名様）は無料
※本展観覧券で観覧当日に限り「横浜美術館コレクション展」もご覧いただけます。
※一部、展示期間の限定される作品がございます。

〇午前１０時～午後６時 
　※入館は午後５時３０分まで
○休館日…月曜日（ただし、７/１５、８/１２、９/１６、９/２３は開館）

※高校生以下は無料。学生証・生徒手帳をご提示ください。
※身体障がい者手帳・療育手帳・精神がい者保健福祉手帳を提示のご本人とその付添人 1名は無料。
　被爆者健康手帳をご提示の方はご本人のみ無料。
※今後の諸事情により、開館日、開館時間等について変更する場合があります。

高畑勲展ー日本のアニメーションに遺したもの

一般　　９００円（当日券　１,５００円）
※中学生以下は無料
※障がい者手帳をご提示の方とその付添者（1名）は無料
※今後の諸事情により、開館日、開館時間等について変更する場合があります。  

〇午前１０時～午後５時（金、土曜は午後９時まで）※入館は閉館の30分前まで 
〇休館日…月曜日

国宝《孔雀明王像》
平安時代後期（12世紀）、
絹本着色・一幅　147.9×98.9cm
東京国立博物館蔵
Image: TNM Image Archives
〔展示期間：2019年7月13日（土）～8月7日（水）〕

（ただし、7/15，８/12，９/16，９/23 は開館）７/16（火） 、８/13（火）、９/17（火）、９/24（火）  

※入館は閉館の30分前まで
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☆☆「美術展チケット」好評発売中　☆☆
チケット名 開催日程 販売期間 詳細

From

From

From

From

５月号

６月号

６月号

６月号

窓口～９／ 20まで

〒/FAX/ホームページ～ 9／ 13まで

窓口～９／ 13まで

〒/FAX/ホームページ～９／ 13まで

窓口～９／ 13まで

〒/FAX/ホームページ～９／６まで

窓口～ 10／４まで

〒/FAX/ホームページ～９／２７まで

９／23（月・祝）まで

　石洞美術館の所蔵品から、純白の素地に藍色の顔料で文様を描いた
陶磁器である「染付」94 件を展示しています。染付の歴史を概観する
とともに、文様の多様さや楽しさに触れて頂ければと思います。

会員証提示で入館できる石洞美術館のご案内

「涼風のわく－館蔵染付展－」 

開催中～８月４日（日）まで 
〇午前１０時 ～ 午後５時 （入場は閉場の３０分前まで）
〇休館日　月曜日（祝日の場合開館、翌火曜日休館）  
会員証提示で　一般大人　２５０円（通常５００円）　　
　　　　　　　学　　生　１５０円（通常３００円）
※小学生以下（要引率者）及び６５歳以上の方、障がい者手帳をお持ちの方は無料（入場の際は各証を提示ください。）

開催日時

所 在 地 足立区千住橋戸町 23　　TEL０３（３８８８）７５２０

料　　金

画像：染付吹墨月兎文皿（江戸時代・1630～40年代） 

７／13（土）から

　　９／29（日）まで

７／９（火）から

　９／16（月・祝）まで

７／13（土）から

　　10／14（日）まで

松方コレクション展

みんなのミュシャ

特別展「三国志」

恐竜博 2019
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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を別々にお書きください）。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。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（番号）をご記入ください。
◆締　　切　　７月２５日（木）　<午後５時必着>
◆通　　知　　当選者の方に８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８/１５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

「サザエさん」は今年、アニメ放送開始50周年、2020年には作者の長谷川町
子生誕100周年を迎えます。この記念すべき年にふさわしい、豪華キャストに
て舞台化が決定しました。なんと物語は10年後!?舞台版「サザエさん」にどう
ぞご期待ください。
出演：藤原紀香　葛山信吾　高橋惠子　松平 健　ほか

「かいけつゾロリとなぞのスパイ・ローズ」 舞台「サザエさん」

めんたいぴりり～未来永劫編 キャッツ
劇団四季ミュージカル

帝劇10月公演　日本初演50周年記念公演

ラ・マンチャの男
宝塚歌劇　星組公演

『ＧＯＤ ＯＦ ＳＴＡＲＳ -食聖-』
『Éclair Brillant（エクレール ブリアン）』

舞台

ミュージカル・フルコース

スペース・レビュー・ファンタジア

＊２歳以上有料。２歳未満でも座席が必要な場合は有料。
　膝上鑑賞は１名のみ無料。 Ⓒ原ゆたか／ポプラ社

❶９/11（水）11：00

Ⓒ長谷川町子美術館

9/29（日）12:00 ９/29（日）13：30

喝采の嵐に包まれ、日本通算10,000公演達成！
想像をはるかに超えて、進化し続ける伝説のミュージカルを、今こそぜひ！

出演：博多華丸　酒井美紀　大空ゆうひ　川原和久　藤吉久美子
　　　ワッキー（ペナルティ）　博多大吉（映像出演）
　　　小松政夫　ほか

９/14（土）11：00

Ⓒ宝塚歌劇団出演：紅 ゆずる　綺咲愛里　ほか

❶10/12（土）12：00　❷10/23（水）18：00

❶９/７（土）15：00
　９/８（日）❷10：30　❸13：00　❹15：30
全席指定　2,000円

会場：シアター１０１０（北千住）
枚数：各回10枚（一会員４枚まで）

（一般料金　3,000円）

＊6歳以上有料　＊5歳以下入場不可

会場：明治座（浜町）
枚数：１０枚
　　（一会員４枚まで）

（一般料金　12,500円）
Ｓ席指定　9,000円

福岡から全国へ発信された人気テレビドラマ
「めんたいぴりり」の舞台版、新作が東京上陸決定！
待っとってね～！

＊6歳以上有料　＊5歳以下入場不可

会場：明治座（浜町）
枚数：10枚（一会員２枚まで）

Ｓ席指定　8,000円
（一般料金　11,000円）

＊2歳以下入場不可　＊観劇日当日3歳以上有料（膝上観劇不可）

会場：キャッツ・シアター
　　（大井町）
枚数：60枚（一会員４枚まで）

Ｓ席指定大人　10,200円

Ｓ席指定子ども　4,900円
（一般料金　11,880円）

（一般料金　5,940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）

Ｓ席指定　7,000円
（一般料金　8,800円）

＊未就学児入場不可

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　13,500円）
Ｓ席指定　❶10,800円　❷10,500円

夢とは、夢を叶えようとする、その人の心意気だ－松本白鸚
　　　　　2019年、喜寿にして挑む遍歴のクライマックスを見逃すな！
出演：松本白鸚　
　　　瀬奈じゅん　駒田 一　上條恒彦　ほか　

原作：原ゆたか「かいけつゾロリなぞのスパイとチョコレート」
　　　　　　　「かいけつゾロリなぞのスパイと100本のバラ」（ポプラ社刊）

今、小学生に一番読まれている、超人気児童書シリーズの舞台版！

ミュージカル
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ケビン・コスナーとホイットニー・ヒューストン出演、1992年米国から大ヒット
した映画「ボディガード」の舞台版。グラミー賞受賞曲「I Will Always Love 
You」をはじめ、映画の楽曲をふんだんに使った大型ミュージカルとして2012年
ロンドンで初演。グラマラスにショーアップされたステージとサスペンスをはらん
だラブストーリーは、映画をも超えて、新たな衝撃と感動を呼び起こす。
出演：ジェンリー・シャロー　ブノワ・マレシャル

高校卒業後に父を失い、一家を支えるために裸一貫から起業した実在す
るひとりの男の波乱万丈な人生を描いたヒューマンドラマ。
出演：中村誠治郎　有澤樟太郎　定本楓馬／山寺宏一　ほか

帝国劇場９月公演 歌舞伎座公演

八月納涼歌舞伎

ミュージカル

「ボディーガード」来日公演 今、僕は六本木の交差点に立つ

バレエ・アム・ライン「白鳥の湖」 森 麻季 ソプラノ・リサイタル
～愛と平和の祈りをこめて Vol.9～ エスプリ薫るフランス音楽とともに

ＬＥＴ ＩＴ  ＢＥ 岩崎宏美
コンサートツアー2019

❶9/7（土）17：00 ❷9/21（土）12：00

※この公演はHPからの
　申し込みはできません。
　ハガキ／FAXでお願い
　します。
※当選発表は、８／10以
　降になります。

❶8/18（日）11：00　❷8/23（金）18：30

❶９/21（土）12：30　
❷９/22（日）12：30

❶９/4（水）19：00　❷９/7（土）12：00

9/21（土）11：30

©Gert Weigelt

Photo by Paul Coltas

９/13（金）19：00

Photo by Yuji Hori

出演：森 麻季（Sop.）山岸茂人（Pf.）長原幸太（1st Vl.）對馬哲男（2nd Vl.）鈴木康浩（Va.）
　　　木村隆哉（Vc.）瀬 泰幸（Cb.）

❶９/28（土）12：00　❷10/10（水）16：00

ウエスト・エンド、ブロードウェイを始め、世界中で100万人以上を動員している大ヒット作
「レット・イット・ビー」。2015年に大好評を博した日本公演の待望の再来日が決定。

9/14（土）17：00

＊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）

＊定価での販売となります。＊当選者への発送は８月中です。
A席指定　8,000円（一般料金　8,000円）

❶伽羅先代萩・闇梅百物語
出演：中村扇雀、松本幸四郎、中村七之助　ほか
❷新版　雪之丞変化
出演：坂東玉三郎、中村七之助、市川中車　ほか

＊未就学児入場不可

会場：歌舞伎座（東銀座）
枚数：各回15枚
　　（一会員２枚まで）

（一般料金　15,000円）
一等指定　12,000円

＊未就学児入場不可　＊生演奏・英語上演・日本語字幕あり

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　14,000円）
Ｓ席指定　11,000円

＊未就学児入場不可

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　8,500円）
全席指定　6,800円

特報！話題騒然！鬼才率いるドイツのバレエカンパニー衝撃の初来日！
演出：マーティン・シュレップァー

＊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　20,000円）
Ｓ席指定　17,500円

＊未就学児入場不可

会場：東京オペラシティ 
　　　コンサートホール（初台）
枚数：10枚（一会員２枚）

（一般料金　6,000円）
Ｓ席指定　4,800円

＊３歳以下入場不可、４歳以上有料

会場：❶新宿文化センター大ホール
　　　　(東新宿)
　　　❷かつしかシンフォニーヒルズ
　　　　モーツァルトホール（青砥）
枚数：各回10枚（一会員２枚まで）

❶Ｓ席指定　5,000円（一般料金　6,800円）

❷全席指定　4,700円（一般料金　6,500円）

＊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：10枚（一会員２枚まで）

（一般料金　6,300円）
全席指定　4,800円

作・構成・演出：ジャニー喜多川
出演：岸 優太・神宮寺勇太（King&Prince）
　　　髙橋優斗（HiHi Jets）

　　　ジャニーズ Jr.　ほか
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大人
小人
幼児

（高校生以上）

（小中学生）

（４歳以上）

鴨川シーワールド ８月感謝月間のお知らせ鴨川シーワールド ８月感謝月間のお知らせ
鴨川シーワールド が期間限定で、通常の割引より更にお得な料金でお楽しみいただけます！

300円割引！

鴨川シーワールド　感謝月間のお知らせ
期間限定で通常の割引より更にお得な料金でお楽しみいただけます！
●期間：令和元年８月１日（木）～８月３１日（土）

公益財団法人　足立区勤労福祉サービスセンター
入園料金 大人（高校生以上）
　　　　 小人（小中学生）
　　　　　幼児（４歳以上）

 
２，４００円×　　　　名
１，４４０円×　　　　名
　　９６０円×　　　　名  

＊この利用部分を切り取り、ご利用人数を記入の上、窓口にご提出ください。
＊この用紙１枚で５名様までご利用いただけます。

ホームページ：www.kamogawa-seaworld.jp
コピー可 ･利用補助券併用可

●有効期間：８月１日（木）～３１日（土）
●下記の優待券を切り取って入園窓口へお持ち下さい。
●当センターの「レジャー施設利用補助券」も併せて利用しますと、特別料金からさらに

区　　分 特別料金 一般料金

２,４００円
１,４４０円
９６０円

３,０００円
１,８００円
１,２００円 見本


