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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/　　　　※１０月の土曜営業は、２６日（午前９時～午後４時）です。

１０月１０日発行
事業所数
会 員 数

4,636
12,197

申込みは、ハガキ／ＦＡＸで「国際急行観光（株）」へ

☆落花生の両手掴みどりも
　お楽しみに！

会　員 家　族 関 係 者

申込みは、ハガキ／ＦＡＸで「国際急行観光（株）」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５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）
小人（３歳～小学生）

７,２００ 円 ８,２００ 円
７,６００ 円

９,２００ 円
８,６００ 円

２０１９年１２月１５日（日） 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９，２００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）、昼食代などの諸費用を含みます。

１０月３１日（木）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１１月１０日頃郵送にてご連絡します。
電話 ０４８（８３２）３１０１　平日 午前９時３０分～午後５時３０分 （お電話での申込みはできません）担当：山崎
●この旅行は、国際急行観光(株)さいたま営業所と参加者個人との契約で行われます。参加者個人の責任でお手続きをお願いします。
●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　国際急行観光（株）さいたま営業所　観光庁長官登録旅行業第1199号　総合旅行業務取扱管理者　山崎康司

◇利用バス会社　　株式会社はとバス

募 集

●国際急行観光株式会社　さいたま営業所　〒３３６－００１８　さいたま市南区南本町２-２０-１５-２０５
　ＦＡＸ申込み先　０４８（８３２）３１０３　旅行名「　　年末買物バスツアー」　担当：山崎　康司
ハガキが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「　　年末買物バスツアー」 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（会員、家族、関係者）

足立区役所→アクアライン・館山道→富楽里PA→富浦IC→千倉漁港・朝市（月2日間限定の朝市でお買い物）
→道の駅三芳村「鄙の里」（新鮮野菜のお買い物）→房総の駅とみうら（落花生掴み取り・寿司ダイニング
→富浦IC→富津館山道→富津竹岡IC→ソムリエハウス 酒匠の館 小泉酒造（試飲とお買い物）→富津中央IC
→館山道・アクアライン→海ほたるPA→首都高→足立区役所・北千住付近（日光街道）

☆落花生の両手掴みどりも
　お楽しみに！

はとバスで行くあっせん年末買物ツアーはとバスで行くあっせん年末買物ツアー

千倉漁港朝市でお買い物！
 ＆寿司１０種
  ・ズワイ蟹食べ放題

千倉漁港朝市でお買い物！
 ＆寿司１０種
  ・ズワイ蟹食べ放題

～頑張ろう！千葉応援企画 ～～頑張ろう！千葉応援企画 ～
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Information

２０１９年度下期分の１０月～３月の会費（５００円×会員数×６ヶ月＝引落額）を自動振替します。
９月分までに未納がある場合は加算されます。また、４月から９月中において退会手続きされた会員様
の分を１０月引き落とし分で相殺調整いたします。

●１０月２８日（月）は会費下期分の自動振替日です。
２０１９年度下半期分の「会費のお知らせ」を１０月上旬より順次発送中です。

●「大谷田温泉　明神の湯」改修工事にともなう休館について
　「利用補助券セット２０１９」内、「健康ランド利用補助券」記載の「大谷田温泉　明神の湯」は、改修
工事のため１０月１日（火）から１１月３０日（土）【予定】まで休館です。

●コンビニ払込手数料が改定になりました。　
改定前１０８円　→　改定後１１０円

●代金引換郵便手数料が改定になりました。

●ザ　グランリゾートの宿泊料金が改訂になりました。
●健康診断・人間ドックの受診料が消費税率変更にともない値上げになる場合があります。

◎残高不足で引き落としできない事業所が増えています。引落日の前日までに、残高をご確認いただき、
　会費請求金額に満たない場合には、ご入金をお願いします。
◎会費引落口座を変更する場合は、引落月の一ヶ月前までに変更手続きが必要のため、間に合わない場合
　は変更前の口座からの引き落としとなります。なお、解約等で引落不能となりました場合は、１１月に
　払込票を送付しますのでお支払いをお願いいたします。

クオカード・足立区内共通商品券・図書カード・ジェフグルメカード・足立区公衆浴場入浴回数券・は
るかぜ回数券をお送りする際は代金引換郵便でのお送りとなっています。

１０月１日の消費税率変更にともない、宿泊料金が宿泊施設により８０円～３８０円ほど値上げとなりました。

購入代金

～４９,５３９円

４９,５４０～９８,７００円

９８,７０１～１４８,６７９円

４６０円

１,３００円

１,３２１円

手数料

改定前

購入代金

～４９,５３１円

４９,５３２～９８,６８３円

９８,６８４～１４８,６６２円

４６８円

１,３１７円

１,３３８円

手数料

改定後

⇒

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。

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６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。



ー 3ー

（2020年３月31日まで）

～入場券が変わりました～～入場券が変わりました～

１枚　７００円　【大人・小人・幼児共通】　※３歳以上有料
（通常料金：大人　３,５００円・小人　２,２００円・幼児　１,６００円）

※申込み締め切り後のキャンセル・枚数変更はできません。

ゴルフ練習場回数券・プリペードカードの販売

足立区舎人３－１－１９
☎ ３８５５－３８４１
足立区六木２－２－２２
☎ ３６２８－０１００

回数券５００円１２枚綴り
５,０００円
プリペードカード
５,４００円（５,５００円分)

青和ゴルフセンター

ロッキゴルフセンター

施設名 所在地・電話 一般価格 会員価格

４,０００円 １３５冊

４,４００円 ９０枚

販売数

ハガキ /FAX/ ホームページで会員番号・氏名・希望施設・枚数・
送付先（自宅 or 勤務先）を明記の上、お申込みください。

各施設　一会員７枚まで　(施設名と希望枚数をお忘れなく )
１０月２５日 (金 )　午後５時必着
１１月中旬

申込方法

枚 数
締 切
発送予定

ゴルフ練習場回数券・プリペードカードの販売
★申込み多数の場合は抽選　★回数券・プリペードカードの発送は１１月中旬頃

商品発送

◎新潟魚沼産 杵つき餅（魚沼産こがねもち100％使用）
足立区の友好都市新潟県魚沼市からお届けします。

一会員（Ａ）・（Ｂ）合わせて２口まで

１１月１日（金）午後５時必着　　※締切後のキャンセル、変更は不可

１１月８日（金）頃に送付する振込票にて、到着後1週間以内にお支払いください。

１２月上旬より順次発送予定

(Ａ)　２袋（800ｇ×2）…2,400円（一般料金　3,200円・送料税込み）
(Ｂ)　３袋（800ｇ×3）…3,300円（一般料金　4,150円・送料税込み）
※1袋（800ｇ）は大判切り餅１１枚入り

≪お届先≫ハガキ/ＦＡＸ/ホームページの通信欄に下記事項を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　…　送付先の「郵便番号・住所・氏名・連絡先電話番号」をお書きください

お餅（２０１９年魚沼産こがねもち）商　　品

料　　金

締　　切

支 払 い

申込口数
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日本・オーストリア友好
１５０周年記念

６００年にわたる
帝国コレクションの歴史ハプスブルク展

Bunkamura
３０周年記念

 

ゴ ッ ホ 展
 

 

ハプスブルク展日本・オーストリア友好
１５０周年記念

６００年にわたる
帝国コレクションの歴史

Bunkamura
３０周年記念

ゴ ッ ホ 展

建国300年  ヨーロッパの宝石箱リヒテンシュタイン 侯爵家の至宝展建国300年  ヨーロッパの宝石箱リヒテンシュタイン 侯爵家の至宝展

広大な領土を支配下に収め、神聖ローマ帝国を代々世襲するなど、ヨーロッパの歴史の表舞台で脚光を浴びてきたハプスブルク
家。同家はまた、絵画や工芸品、武具など、豊かなコレクションを築きました。オーストリアと日本の国交樹立１５０周年を記
念する本展では、ウィーン美術史美術館の協力のもと、世界屈指と言われるハプスブルク家のコレクションをご紹介します。

　明るい色彩と、勢いのある筆遣いで世界中から愛される画家、フィンセント・ファン・ゴッホ。その代表作のほとんど
は、晩年のわずか数年間に描かれたものだということをご存知でしょうか？本展では、ゴッホに影響を与えたハーグ派と
印象派の画家たちの代表作も併せて、日本初公開の作品を含む、約 60～ 70点を展示します。

１０月１１日（金）から２０２０年１月１３日（月・祝）まで
●午前９時３０分～午後５時（金曜・土曜日は午後８時まで）
　※いずれも入場は閉館の３０分前まで
●休館日　１２月３１日（火）、１月１日（水・祝）
　※小学生未満は無料
　※障がい者手帳をお持ちの方とその介護者１名は無料（要証明）

一　般　１,２００円（当日券　１,８００円）
●ゆう窓口販売　　　　　　　　　  １２月２５日（水）まで
●ハガキ /FAX/ ホームページ　　　１２月２５日（水）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。　　

開催日時

料 金

上野の森美術館会 場

申込方法

世界で唯一、侯爵家（君主）の家名が国名となっているリヒテンシュタイン。スイスとオーストリアにはさまれた小国ながら、
世界でも屈指の規模を誇る個人コレクションを有し、その華麗さが宝石箱にもたとえられ世界の注目を集めています。

１０月１２日（土）から１２月２３日（月）まで
●午前１０時～午後６時（金曜・土曜日は午後９時まで）
　※入館は閉館の３０分前まで
●休館日　１０/１５（火）、１１/１２（火）、１２/３（火）

一　般　　　　１,０００円（当日券　１,６００円）
大学・高校生　　５００円（当日券　１,０００円）
中・小学生　　　３００円（当日券　　７００円）
●ゆう窓口販売　　　　　　　　　  １２月２０日（金）まで
●ハガキ /FAX/ ホームページ　　　１２月１３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。　　

開催日時

料 金

Bunkamura ザ・ミュージアム会 場

申込方法

１０月１９日（土）から２０２０年１月２６日（日）まで
●午前９時３０分～午後５時３０分
　※金曜・土曜日は午後８時まで、１１/３０日（土）は午後５時３０分まで
　※入館は閉館の３０分前まで
●休館日　毎週月曜日（ただし１１/４、１/１３は開館）、
　１１月５日（火）、１２月２８日（土）～１月１日（水・祝）、１月１４日（火）
　※中学生以下は無料
　※心身に障がいのある方とその付添者１名は無料（入館の際に障がい者手帳をご提示ください）

一　般　１,０００円（当日券　１,７００円）
●ゆう窓口販売　　　　　　　　　  １月１７日（金）まで
●ハガキ /FAX/ ホームページ　　　１月１７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。　　

開催日時

料 金

国立西洋美術館（東京・上野公園）会 場

申込方法

ディエゴ・ベラスケス 
《青いドレスの王女マルガリータ・テレサ》 
1659 年 油彩／カンヴァス  
ウィーン美術史美術館
Kunsthistorisches Museum Wien

フェルディナント・ゲオルク・ヴァルトミュラー
《磁器の花瓶の花、燭台、銀器》　1839 年、油彩・板
所蔵：リヒテンシュタイン侯爵家コレクション、ファドゥーツ／ウィーン
ⓒLIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz－Vienna
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改組 新 第６回日展
１１月１日（金）から１１月２４日（日）まで
●午前１０時～午後６時　※入場は午後５時３０分まで
●休館日…毎週　火曜日

●ゆう窓口販売　　　　　　　　　１１月２２日（金）まで
●ハガキ /FAX/ ホームページ　 　１１月１５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。

（注）すべて予定枚数の完売をもって販売終了となります。

国立新美術館　（六本木）

一　般　　７００円（当日券　１,３００円）
※小中学生は無料（入口で学生証提示をいただく場合があります）
※１１/１５（金）は日展の日。入場無料。

申込方法

料 金

会 場

開催日時

★★ 「美術展チケット」 好評販売中★★

チケット名 開催日程 販売期間 詳細

２０２０年
１/１３（月・祝）まで

from 　　 ８月号

from 　　 ９月号

from 　　 ９月号窓口～１２/２５まで
〒/FAX/ホームページ ～ １２/２５まで

窓口～１２/１３まで
〒/FAX/ホームページ ～ １２/６まで

窓口～１１/８まで
〒/FAX/ホームページ ～ １１/１まで

黄瀬戸・瀬戸黒・志野・織部
－美濃の茶陶

ルノワールとパリに恋した
１２人の画家たち

コートールド美術館展

１１/１０（日）まで

１２/１５（日）まで

改組 新 第６回日展

《広告》エスケイ



ー 6ー

スポーツクラブ利用券　販売中！
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。
○購入後のキャンセル・再発行・払い戻しはできません。
○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

区内１３施設で利用できるお得な回数券を販売しています。近隣の各施設でご利用ください。
販売期間 通年販売 利用期間 利用期限なし
販売枚数 一会員５シート 販売価格 １シート　４，７００円（１シート３００円券×２０枚綴り）

申込方法

利用施設

そ の 他

総合スポーツセンター、スイムスポーツセンター、東綾瀬公園温水プール、千住温水プール、
中央本町センター、東和センター、佐野センター、江北センター、興本センター、伊興センター、
鹿浜センター、梅田センター、花畑センター

直接　　窓口でご購入いただくか、ハガキ /FAX/ ホームページで会員番号、会員氏名、利用施設名、
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。

●施設により料金が異なります。
●現金と回数券は併用できますが、おつりはでません。
●破損・汚損の場合、利用できなくなることがありますのでご注意ください。
●購入後のキャンセル、再発行、払い戻しはできません。
●個人利用時のみ使用できます。団体利用では使用できません。
●利用者の年齢や障害手帳の有無によって無料になることがあります。回数券ご購入前に必ず利用予定の施設に
　ご確認ください。

体育館・プール利用回数券販売中体育館・プール利用回数券販売中

残数僅少
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５,１７０円（４７０円×１１枚）

※１０月１日から入浴料が４６０円から４７０円に改定されましたが、すでに購入された有効期限２０２０年
　６月３０日までの回数券は、追加料金なしでそのまま利用できます。



ー８ー

○上記料金には、税金・サービス料を含みます。○各レストラン、お子様の設定はありません。○催事期間中または特別営業中は除外となります。
○メニュー内容は、食材の都合で変更になる場合があります。○他の優待割引と併用はできません。

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 「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、券種、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）（一会員各施設６枚まで）

帝国ホテル 東京
千代田区内幸町１-１-１　交通：東京メトロ日比谷線、千代田線、「日比谷駅」よりＡ13出口徒歩３分

利用期間　１０月１0日（木）～１２月３０日（月）

レストラン名

券　種 料　　金 備　　考

オールデイダイニング　パークサイドダイナー

ダイナーステーキコース
ワンドリンク付き
（時間：11:00～23:00）

◎このプランは予約不要です。チケットは直接「ゆう」へお申込みください。　◎問い合わせ　☎03-3539-8046

◎このプランは予約不要です。チケットは直接「ゆう」へお申込みください。　◎問い合わせ　☎03-3539-8045　

2.800円（通常 4,369～4,761円相当）

3,500円（通常 5,545～6,442円相当）

Ⓐ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
も選べます。①②のメニューに追加料金2,000円
でフリードリンク(120分)可。 (ビール、ワイン
白赤、ソフトドリンク)

①選べるメイン&デザート
　（時間：11:00～23:00）

②選べるランチ&ディナー
　（時間：11:00～23:00）

レストラン名

ランチ

レイトランチ

帝国ホテル伝統のフルコース

フランス料理
コース

券　種 内　容 料　　金 備　　考

トラディショナルダイニング　ラ ブラスリー　　　

9,300円（通常 12,650円）

◎このプランは予約が必要です。

◎土日祝日のランチのご利用は、700円増しに
　なります。レストランでお支払いください。

4,800円（通常 6,600円）
（時間11:30～14:30LO）

4,200円（通常 6,600円）
（時間13:30～14:30LO）

タワー館地下1階予約先：03-3539-8073

本館1階◇予約不要

◇予約不要

レストラン名

券　種 内　容 料　　金 備　　考

インペリアルラウンジ　アクア　　　　　　　　　　　　　　　

アフタヌーン
ティー アフタヌーンティー

◎このプランは予約が必要です。

◎土日祝日は300円増しになります。
　レストランでお支払いください。

4,200円（通常 5,445円）
（時間：11:30～18:00 LO）

本館17階予約先：03-3539-8186

レストラン名

券　種    内　容    料　　金

ランデブーラウンジ

アフタヌーン
ティー

和と洋の融合が織
りなすアフタヌーン
ティ「和（なごみ）」　　

3,400円（通常 4,400円）
（時間：11:00～19:00LO）
※17:30以降は予約も受け付けます。

本館１階

除外日：１２月２1日（土）～２５日（水）

（時間11:30～14:30LO／
　　　17:30～21:30LO ） 海老と舌平目のグラタン

“エリザベス女王”風

《伝統のフルコース》

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)

備　　考

※Ⓐ.Ⓑ.Ⓒより各 1品を選択

※Ⓑ.Ⓒより各 1品を選択

5,400円（通常 9,579円）

平日13：30以降限定
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第一ホテル東京
港区新橋 1-2-6　　　交通：JR・東京メトロ銀座線「新橋駅」より地下歩道直結徒歩 2分

利用期間　　１０月１０日（木）～１２月３０日（月）

利用期間　　１０月１０日（木）～１２月１５日（日）

レストラン名

レストラン名

レストラン名

レストラン名

世界バイキング　≪エトワール≫　　　　　　　　　　　
券　種 区　分 料　　金

券　種 利用日 料　　金

券　種 利用日 料　　金

券　種 利用日 料　　金

写真はイメージです。

日本料理　≪明石≫　　　　　　　　　　　　

全　日

全　日

全　日

≪ラウンジ21≫　　　　　

ホテル最上階で愉しむ
ランチフルコース
「ヴァン」

2,200円（通常 3,300円）

3,700円（通常 4,950円）

鉄板焼きランチ
「山吹」

鉄板焼き　≪一徹≫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

6,000円（通常 8,800円）

◇時間　11：30～15：00　(14：00 LO)

◇時間　11：30～15：00　(14：30 LO)

◇時間　11：30～15：00　(14：00 LO)

○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、一部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。

浅草ビューホテル　
台東区西浅草3-17-1　交通：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。

◎２歳以下は無料　
◎お席は、必ずしもスカイツリー側とは限りません。

◎ドリンクバー付（アルコール類は別途になります）
◎予約受付は 10：00～ 18：00です。

予約先 03-3596-7737

予約先 03-3596-7761

予約先 03-3596-8619

予約先 03-3596-7812

予約先 03-3842-3751

○大人　　2,300円（通常 3,560円）
○小学生　1,200円（通常 2,030円）
○幼児（4歳以上）600円（通常 1,320円）
○大人は平日料金に700円増し
○小学生・幼児は平日と同額
○大人　　4,400円（通常 5,900円）
○小学生　2,300円（通常 3,250円）
○幼児（4歳以上）1,200円（通常 1,930円）

○大人は平日料金に700円増し
○小学生・幼児は平日と同額

平　日

土日祝日

平　日
17：30～21：00
（20：30 LO）
土日祝日

17：00～21：00
（20：30 LO）

（120分制）

ランチブッフェ
（11:30～14:30 LO）

（120分制）

ディナーブッフェ

日本料理を
堪能するランチ
「なごみ」

第一ホテル東京　B1F

第一ホテル東京　２F

第一ホテル東京　21F

第一ホテル東京　21F

ランチブッフェ（９０分制）

26階　スカイグリルブッフェ　≪武藏≫

平　日

土日祝日

平　日

土日祝日

大人（中学生以上）　　3,100円（通常 3,960円)
小学生　　　　　　　　2,000円（通常 2,750円)
幼児（３歳以上）　　　　400円（通常　770円)
大人（中学生以上）　　3,700円（通常 4,620円)
小学生　　　　　　　　2,400円（通常 3,190円)
幼児（３歳以上）　　　　500円（通常　880円)

ディナーブッフェ（１２０分制）
大人（中学生以上）　　4,200円（通常 5,280円)
小学生　　　　　　　　2,800円（通常 3,630円)
幼児（３歳以上）　　　　600円（通常 　990円)
大人（中学生以上）　　4,900円（通常 5,940円)
小学生　　　　　　　　3,200円（通常 4,070円)
幼児（３歳以上）　　　　700円（通常 1,100円)

時間：第1部　17:30～19:30　第2部19:45～21:45

時間：第1部　11:30～13:00　第2部13:15～14:45

【除外日：12月21日～25日】

壱の段・弐ノ段（揚物/煮物）
別盛　お造り・食事・甘味
コーヒー

オードブル・本日のスープ・魚料理
肉料理・サラダ・パン・デザート
コーヒーまたは紅茶

先付・フォアグラのソテー・オマール海
老テールの鉄板焼き・彩りサラダ・黒毛
和牛ロースステーキ110g・ご飯
味噌椀・香の物・シャーベット・コーヒ
ーまたは紅茶
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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（番号）をご記入ください。
◆締　　切　　１０月２５日（金）　<午後５時必着>
◆通　　知　　当選者の方に11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 11/１5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

ミュージカル ミュージカル

きかんしゃトーマス クリスマスコンサート
ソドー島のメリークリスマス

だいすけお兄さんの
世界迷作劇場パート3 2019～20

ブロードウェイ
クリスマス・ワンダーランド2019

スクルージ
～クリスマス・キャロル～天使にラブ・ソングを

～シスター・アクト～

11/23（土・祝）❶11：30　❷14：00
11/24（日）　　❸11：30　❹14：00
全席指定　2,000円
（一般料金　3,050円)

会場：シアター１０１０（北千住）
枚数：各回１０枚
　　（一会員４枚まで）
＊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。

クリスマスの歌やトーマスのテーマソングをみんなで楽しもう！
トーマスとパーシーもクリスマスの装いをして登場！

❶12/21（土）14：00　❷12/22（日）14：00
❸1/4（土）14：00　　 ❹1/5（日）14：00
Ｓ席指定　4,500円

会場：東京ドームシティホール
　　（水道橋・後楽園）
枚数：各回10枚(一会員4枚まで）
＊３歳以上有料。
　２歳以下の子供は大人1名まで膝上にて鑑賞可。
１５年ぶりの冬休み公演！東京ドームシティホールならではの、ロシア
本国の劇場さながらの大迫力かつ臨場感のある舞台空間で、超一流のサ
ーカス芸術を、ご家族やお友達の皆さまでお楽しみください！

『リトル・マーメイド』、『美女と野獣』、『アラジン』など数々の名曲を手掛け
たアラン・メンケン作曲のノリノリのナンバーと、思わず全身が沸き立つダンス！
そして超個性的なキャラクターたちが巻き起こすハラハラ・ドキドキのストーリー
展開で客席に爆笑と感動、愛と祝福の天使が舞い降りた、最高にハッピーなミュー
ジカル・コメディが新たなキャストを迎えて戻ってくる！
出演：森 公美子　石井一孝　今 拓哉　小野武彦　鳳 蘭　ほか

（一般料金　5,950円）

1/5（日）15：30

皆さんご存知の“世界の名作”が
ちょっと不思議ではちゃめちゃに楽しいミュージカルに！！

＊１歳未満は膝上無料。座席が必要な場合
　は有料。

会場：大田区民ホールアプリコ
　　　大ホール（蒲田）
枚数：１０枚（一会員４枚まで）

（一般料金　3,300円）
全席指定　2,500円

出演：横山だいすけ　ほか

❶12/20（金）19：00　❷12/22（日）15：00
Ｓ席指定　7,500円
（一般料金　9,800円）
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）
＊３歳以上入場可（要チケット）ただし、
　膝上の鑑賞不可　＊英語上演
＊上演時間：約２時間予定（休息含む）
今年もあのクリスマスショーがやってくる！
最高に楽しくてハッピーな劇場でのクリスマス体験を！
出演：アメリカ・カンパニー

11/26（火）18：00

＊未就学児入場不可

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　13,500円）
Ｓ席指定　11,000円

❶12/10（火）13：30　❷12/14（土）17：30

＊未就学児入場不可

会場：日生劇場（日比谷）
枚数：各回10枚（一会員2枚まで）

（一般料金　11,500円）
Ｓ席指定　❶8,000円　❷9,000円

演出：井上尊晶
出演：市村正親　武田真治　ほか

笑いあり、涙あり、にぎやかなダンスシーンや豪
快なフライングシーンなど織り交ぜた、クリスマ
スにピッタリの作品です！

名作「クリスマス・キャロル」を原作とした
心温まるクリスマスミュージカルの傑作！
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月の獣 私たちは何も知らない

新作歌舞伎「風の谷のナウシカ」 「近江源氏先陣館」ー盛綱陣屋ー
「蝙蝠の安さん」

ミハイロフスキー劇場バレエ
「眠りの森の美女」

ウクライナ国立歌劇場管弦楽団
「第九＆白鳥の湖」

フォレスタコンサート

新橋演舞場１２月公演 国立劇場１２月歌舞伎公演

二兎社公演43　永井愛最新作

ＰＧＦ生命 presents
ニューイヤー

ミュージカル コンサート2020 in オーチャードホール

『ザ・空気 ver.2』に続く、永井愛の最新作。舞台は明治～大正期に発行された
雑誌「青鞜」の編集部。平塚らいてうと空気を読まない女たちが奮闘する日々
を描いた青春群像劇。
出演：朝倉あき　藤野涼子　大西礼芳　夏子　富山えり子　枝元 萌　須藤 蓮
　　　ほか

12/12（木）18：30 ❶12/13（金）18：30　❷12/14（土）18：30

＊未就学児入場不可

会場：東京芸術劇場
　　　シアターウエスト（池袋）
枚数：各回5枚（一会員2枚まで）

（一般料金　6,000円）
全席指定　4,500円

作：リチャード・カリノフスキー　演出：栗山民也
出演：眞島秀和　岸井ゆきの　久保酎吉　ほか

「あなたの呼吸が聞こえる」
これは希望、癒し、救い－そして愛の物語

＊未就学児入場不可

会場：紀伊國屋ホール
　　（新宿・新宿三丁目）
枚数：10枚（一会員2枚まで）

（一般料金　8,800円）
全席指定　6,500円

＊３歳以下入場不可
＊全編ご鑑賞希望の方は❶と❷の両方をお申込みください

12/22（日）❶（昼の部）11：00 ❷（夜の部）16：30

会場：新橋演舞場（東銀座・築地市場）
枚数：各部10枚（一会員2枚まで）

（一般料金　17,000円）一等指定　13,000円

漫画原作全７巻を昼の部・夜の部通しで完全上演決定！
「この世界は、なぜ、こんなふうになってしまったの。」
原作：宮崎 駿《徳間書店刊》　
演出：Ｇ２　協力：スタジオジブリ
出演：尾上菊之助　中村七之助
　　　尾上松也　坂東巳之助　尾上右近　ほか

演目：「近江源氏先陣館」ー盛綱陣屋ー
　　　心ならずも兄弟が敵味方に分かれて戦った悲劇を描いた名作。
　　　白鸚が大役に挑む、年末必見の舞台！
　　　「蝙蝠の安さん」
　　　チャップリンの名作映画が歌舞伎に！笑いとペーソスに彩られた
　　　チャップリンの名作に新たな魂を吹き込む舞台をぜひお見逃しなく。

❶12/15（日）11：30　❷12/21（土）11：30

会場：国立劇場 大劇場（半蔵門・永田町）
枚数：各回10枚（一会員2枚まで）

（一般料金　10,000円）
一等Ａ席指定　7,000円

11/24（日）11：30

1/13（月・祝）13：00

指揮：ハーヴェル・ソローキン　管弦楽：シアター オーケストラ トーキョー

ついに、話題のナチョ・ドゥアト振付の全幕作品が日本初演！！
気鋭の輝きに満ちた究極のエレガンス

＊未就学児入場不可

会場：東京文化会館 大ホール 
　　（上野）
枚数：10枚（一会員2枚まで）

（一般料金　22,000円）
Ｓ席指定　18,000円

次々と繰り出されるミュージカルの名曲と、
海外ミュージカルスターの歌声に酔いしれるお正月。
新春オールスター・コンサート、５周年スペシャル！

＊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　10,000円）
Ｓ席指定　6,500円

12/27（金）19：00

12/5（木）14：00

＊未就学児入場不可　＊曲目・出演者は変更になる場合がございます。

会場：東京文化会館 大ホール（上野）
枚数：10枚（一会員2枚まで）

（一般料金　11,000円）
Ｓ席指定　8,000円

フォレスタは、「BS日本・こころの歌」でおなじみの混声コーラスグ
ループです。
日本の名曲を凛々しく、穏やかに歌い継ぐフォレスタの素晴らしいハー
モニーをぜひ、会場でお楽しみください。

＊未就学児は入場不可　＊出演者は変更になる可能性があります。
＊車椅子スペースでの鑑賞をご希望の場合はお申込時にご連絡ください。
＊館内にエレベーターはございません。あらかじめご了承ください。

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　6,500円）
全席指定　5,000円

１年を締めくくるスペシャルプログラム。
ベートーヴェン不朽の名作と名門国立劇場の美しき十八番。
年末を晴れやかに締めくくる、圧巻の“歓喜の歌”。
曲目：チャイコフスキー／バレエ組曲「白鳥の湖」
　　　ベートーヴェン／交響曲第９番 ニ短調 “合唱付き”
指揮：ミコラ・ジャジューラ　合唱：晋友会合唱団　合唱指揮：清水敬一

出演：松本白鸚　松本幸四郎　ほか
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国立劇場令和元年
　初めて文楽をご覧になる方に楽しく過ごしていただくために、文楽の世界について実演を交えてご紹介する解説と、文楽を
代表する名作の舞台をご覧いただきます。

開催日時
会　　場

演　　目

募集人員

申込方法

申込期限

そ の 他

販売価格

❶１２月５日（木）　午前１１時開演　❷１２月５日（木）午後４時開演
国立劇場　小劇場（東京メトロ半蔵門線半蔵門駅下車徒歩５分）

伊達娘恋緋鹿子 火の見櫓の段
平家女護島 鬼会が島の段

解説　文楽の魅力

プログラム・鑑賞のしおり無料配布

各回１０枚　※一会員４枚まで（ただし、両日程のお申込みはできません）
ハガキ／ＦＡＸ／ホームページで会員番号、会員氏名、チケット名、希望日、希
望時間（備考欄等に第２希望の記載可）、枚数、送付先（自宅or勤務先）を明記
してお申込みください。
１０月２５日（金）午後５時必着 １等席 ２,７００円（一般料金 ４,１００円）
●申込多数の場合には抽選です。申込期限後のキャンセル・変更はできません。
●当落については１１月５日（火）以降電話にてご照会ください。当選された方には１１月下旬までにチケットを発送
　しますので、到着後１週間以内に同封のコンビニ払込票にてチケット代をお支払いください。


