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東京湾を望むパノラマビューのなか、新鮮な魚介類や厳選された
野菜を使ったビュッフェレストランをお楽しみください。

ヒルトン東京お台場
「シースケープ テラス・ダイニング」新店舗です

開催期間

予 約 先

住　　所
交　　通

１月１５日（金）～ ３月３１日（水）　　　　

03-5500-5580　レストラン総合案内（10～20時)

港区台場１－9－1　　　
新交通ゆりかもめ「台場駅」直結　
りんかい線「東京テレポート駅」徒歩１０分

・コールドセレクション　
・ホットビュッフェ
・シェフステーション　
・デザート
・コーヒー・紅茶

※ディナーは品数が増えます。

①11：00～12：30
②12：45～14：15

①18：30～20：00
②20：30～22：00

〇料金は、消費税、サービス料が含まれます。（未就学児無料）
〇飲み物代は別途清算となります。
〇状況により提供方法及び内容が変更になる場合があります。
〇満席等により予約いただけない場合もあります。

２,６００円
(通常 4,972円)

３,１００円
(通常 6,215円)

３,８００円
(通常 6,837円)

４,３００円
(通常 7,458円)

券　種

ラ ン チ

ディナー

時　間

平　日

土日祝

平　日

土日祝

料　金 内　容

季節のおすすめを日替わりで
用意します。

（90分制）

（90分制）

除外日：ランチ／ディナーとも２月１３日～１４日　

（写真はすべてイメージ）
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場所：横浜市西区みなとみらい2-3-7　　
交通：みなとみらい線「みなとみらい駅」徒歩約1分、ＪＲ京浜東北・根岸線・横浜市営地下鉄「桜木町駅」徒歩約10分

横浜ベイホテル東急

　西洋料理を中心としたワールドワイドなお料理をブッフェスタイルにて提供いたします「カフェ トスカ」と、
「皿の上の芸術」と呼ぶにふさわしいフランス料理の名店「クイーン・アリス」にてお楽しみください。

利用期間　１月１５日（金）～３月３１日（水）

スパリゾート・ハワイアンズ！〔特別販売〕スパリゾート・ハワイアンズ！〔特別販売〕
利用期限が３か月延長されました。　すでに800円チケット10枚購入された方も、さらに10枚まで購入可
お得です！　１枚８００円→４００円になりました。

利用期限

申込方法

販売枚数

料　　金

そ の 他

○８００円のチケット（１０枚まで）の販売は終了しました。
○申込後のキャンセル・変更はできません。
○宿泊施設をご利用の方は、直接予約センター☎0570-550-550へお申込みください。その際「足立区
　勤労福祉サービスセンターの会員であること」を告げてください。（利用ガイド2020　P20参照）
○宿泊の場合、チケットは１泊１名２枚（２泊の場合は１名３枚）必要となります。

令和３年６月３０日（水）まで
○　　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（自宅または勤務先）を明記してお申込みください。

一会員　年度内１０枚まで　（完売をもって販売終了）
１枚４００円〔大人・小人・幼児共通〕　※３歳以上有料
　（通常料金：大人３,５７０円・小人２,２５０円・幼児１,６４０円）

レストラン名　

レストラン名　

券　種

券　種

平日 17：30～
土日祝特定日
 　　17：00～

ランチコース

ディナーコース

○表記料金には、税金・サービス料を含みます。
○幼児は 4歳以上未就学児になります。3歳以下は無料です。（カフェ トスカ利用時）
○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。

≪カフェ トスカ≫
区　分

大　人

小学生

幼　児

料　　金

料　　金 時　　間

平　　日

土日祝日

全　　日

大　人

小学生

幼　児

平　　日

土日祝日

全　　日

２,８００円（通常 4,235 円）

３,３００円（通常 4,719 円）

１,１００円（通常 2,420 円）

　５００円（通常  968 円）

４,２００円（通常 6,500 円）

５,３００円（通常 7,100 円）

２,１００円（通常 3,200 円）

　 ７00円（通常 1,500 円）

３,８００円
（通常 5,082 円）

７,６００円
（通常 9,922 円）

①11：30～ /②13：40～　（２部制）

平　日　17：30～
土日祝　①17：30～　②20：30～（２部制）

≪クイーン・アリス≫　

【除外日　満席日及びホテル特定日】

【除外日　３月４・５日】

3Ｆ

2Ｆ

ランチブッフェ
（９０分制）
11：30～

ディナーブッフェ
（１２０分制）

予約先 045-682-2255（レストラン予約 10：00～ 19：00）

予約先 045-682-2255（レストラン予約 10：00～ 19：00）

（写真はすべてイメージ）
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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。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　　１月２５日（月）　<午後５時必着>
◆通　　知　　当選者の方に２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。当落通知はいたしません。（当落のお問い合わせは2/１２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　　 2020」P38 をご覧ください。利用補助

『劇団四季のオペラ座の怪人は凄いらしい！』切ない恋、極上の調べが、新た
な劇場で燃え上がる。パイプオルガンの荘厳な響きに誘われて現れるのは19世
紀のパリ、豪華絢爛なオペラ座。細部に至るまで忠実に再現した衣装や装置、
驚愕の仕掛けなど、観る人をめくるめく陶酔へといざないます。洗練された大
人の街で味わう上質な舞台をお見逃しなく！　　　　　　　　　　　　　　　

劇団四季ミュージカル

オペラ座の怪人
S席指定　7,200円

かめあり亭第55弾！ ミュージカル白鳥＆白酒
 ホワイトデーvol.3

アリージャンス
～忠誠～

全席指定　2,500円
❶３/13（土）12：00　❷３/16（火）18：30

出演：濱田めぐみ　海宝直人　中河内雅貴　小南満佑子　上條恒彦　
　　　今井朋彦　渡辺徹　ほか

ななしのルーシー
朗読劇 あれから10年　子供たちの未来を守るために

東日本大震災 復興支援チャリティコンサート
～クラシック・エイド vol.11～

＊公演当日3歳以上有料（膝上鑑賞不可）。
　2歳以下入場不可。

3/27（土）13：00 3/13（土）11：00

会場：清水建設ミュージカルシアター
　　　JR東日本四季劇場【秋】
　　 （浜松町・竹芝）
枚数：２０枚（一会員２枚まで）

（一般料金　11,000円）

出演：三遊亭白鳥　桃月庵白酒　ほか

新作も古典もお楽しみいただける対極の二人会！
つぼみもほころぶ春風に誘われて、
ホワイトデーはお好きな人と笑ってお過ごしください。

＊未就学児入場不可

会場：かめありリリオホール
　　（亀有）
枚数：10枚（一会員2枚まで）

３/14（日）14：00

３/13（土）13：30 開演

（一般料金　3,600円）

＊未就学児入場不可

会場：東京国際フォーラム ホールC
　　（有楽町）
枚数：各６枚（一会員２枚まで）

未来記の番人

出演：戸塚祥太（ABC-Z）惣田紗莉渚（SKE48)　松田悟志　
　　　冨岡健翔（ジャニースJr.） 勝野洋　渋谷天外　ほか

＊未就学児入場不可

出演：千住真理子（Vn.）森麻季（Sop.）錦織健（Ten.）舘野泉（Pf.）
　　　福島県立郡山高等学校合唱団　　司会／好本惠、千住明
曲目：マスネ：タイスの瞑想曲（千住真理子・舘野泉）
　　　赤とんぼ（森麻季）（舘野泉）　からたちの花（錦織健）
　　　花は咲く（森麻季・郡山高等学校合唱団）　ほか

＊未就学児入場不可

会場：サントリーホール
　　（六本木一丁目）
枚数：１０枚（一会員２枚まで）

全席指定　3,200円
（一般料金　5,000円）

会場：なかのZERO　大ホール
　　（中野）
枚数：各回６枚（一会員２枚まで）

全席指定　4,800円
（一般料金　7,500円）

❶３/６（土）14：00　❷３/７（日）14：00

出 演：浅丘ルリ子　六角精児　妹尾正文

S席指定　8,500円
（一般料金　13,500円）

（一般料金　10,000円）
一等席指定　6,500円

＊未就学児入場不可

会場：新橋演舞場（東銀座）
枚数：１０枚（一会員２枚まで）

ゆうでは、チケット代を例年よりかなりお得にご案内しております。

戸塚祥太が魅せる殺陣＆ダンスカンタービレ！
聖徳太子が残した予言の書「未来記」を手に
するのは誰だ！築山桂の人気小説を初舞台化
した青春時代活劇エンターテイメント！

日系家族の実話を描いた感動のミュージカル！
世代を超えて心に響く家族の物語

第1部：朗読劇　　第2部：ギターや歌を交えたトークショー　

クビを宣告された落ち目の新聞記者とデマが原因で引退した元女優。
世のため、人のために国民全員を騙すことにした２人の運命は・・・？
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＊新型コロナウイルス感染拡大防止のため急遽、中止・延期になる場合がございます。ご了承のうえお申し込みください。
＊ゆう販売公演にて、新型コロナウィルス感染が発生したときは、購入者やその家族への影響を考慮し、参加者情報を公演運営先等に提供する場合があります。
＊座席間隔を取るため、お席が離れる場合があります。なお、感染状況が改善の際は売止席の主催者側が追加販売をする場合があります。（ゆうは追加販売はございません） 
＊ご来場にあたり各公演公式HPにて最新情報をご確認ください。
＊マスク着等、各会場の指示に従ってご鑑賞ください。

完
売
と
な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す

50年前の今日「よこはま・たそがれ」と共に五木ひろしが誕生！

五木ひろし 50th anniversary
メモリアルコンサート

「五木ひろし」と改名し50年の歳月が経ちました。そこで多くのお客
様に感謝の気持ちを込めて50年の軌跡を振り返るメモリアルコンサー
トを開催！数々のヒット曲、名曲の中から厳選した内容をお贈りする
予定です。特別な1日をお楽しみください。

五木ひろし 50th Anniversary presents

五木ひろし
演歌っていいね！ スペシャル

2020年で「五木ひろし」に改名後、デビュー50周年を迎える。その記念碑的
なアルバム『演歌っていいね！』。若手から後輩までの歌をカヴァーする挑戦
作で演歌界の未来を担う歌手たちの曲を「五木節」で歌い上げます。カヴァー
をした歌手のゲスト出演もあり普段と一味違う内容をお楽しみに！

（一般料金　10,000円）

3/1（月）16：00
全席指定　4,000円

＊未就学児入場不可

会場：LINE CUBE SHIBUYA
　　（渋谷公会堂）（渋谷）
枚数：１０枚（一会員２枚まで）

（一般料金　10,000円）

3/2（火）16：00
全席指定　4,000円

＊未就学児入場不可

会場：LINE CUBE SHIBUYA
　　（渋谷公会堂）（渋谷）
枚数：１０枚（一会員２枚まで）

ゲスト出演：市川由紀乃　丘みどり　川野夏美　北川大介　鳥羽一郎　三山ひろし（五十音順）

それぞれ完売をもって終了

一会員　各施設１０枚まで　　（利用期限は令和 3年 3月 31日）

利用料金

そ の 他

販売枚数

申込期間

全施設　一枚　３００円　

申込方法

施  設  名

すでに１５枚購入された会員の方も、さらに１０枚購入できます。
どの施設も　一律　1枚３００円になりました。

●　　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・会員氏名・利用施設名・枚数・
　送付先（自宅または勤務先）を明記してお申込みください。

●ご利用は会員と家族のみです。紛失しても再発行いたしません。
●ご購入後のキャンセル、再発行、払い戻しはできません。ご注意ください。
●利用内容によって別料金が必要になります。直接施設にご確認ください。

●ダンロップスポーツクラブ綾瀬
●セントラルフィットネスクラブ亀有
●セントラルウェルネスクラブ西新井
●セントラルフィットネスクラブ竹の塚
●朝日スポーツクラブ〔BIG-S 竹の塚〕
●ゴールドジム北千住東京

☎ ０３－３６９０－７９９７
☎ ０３－５６８０－０３０３
☎ ０３－５８８８－３５６１
☎ ０３－５８５１－００５０
☎ ０３－５２４２－１３３１
☎ ０３－５２８４－３６３６

お得になりました！
スポーツクラブ利用券【特別販売】
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足立区内公衆浴場回数券販売中

足立公衆浴場組合に加入している公衆浴場の回数券を割安で販売しています。

１１枚つづり４, １００円（通常価格　５, １７０円）
一会員年度内　６冊まで
※現在販売中の回数券の使用期限は、令和３年６月末日です。
※ゆう窓口以外のご注文は、代金引換郵便での送付となり、
手数料がかかります。

熱いお湯が恋しい季節になりました。
足立区内公衆浴場回数券販売中

ご利用日、ご希望ホテル、人数を
決め、予約センターへ電話する。

 予約センター　

０６－６３５３－１９５５
 ナビダイヤル　

０５７０－００－１９５５
（全国どこからでも市内通話料金
でご利用いただけます）　

宿泊予約は、直接、ザ グランリゾートへお申込みください
【変更点その①】

電話の場合

申 込 先：直接ザ グランリゾート予約センターまたはナビダイヤル
申込方法：電話またはFAX

【変更点その②】 利用制限：年末年始の特別期間は、一会員一部屋２泊まで。
　　　　　それ以外の期間は、年度内何泊でもご利用いただけます。
利 用 券：「ゆう」及び「ザ グランリゾート」から利用券の発行は
　　　　　いたしません。

チェックインの際には、必ず現地スタッフに「ゆう」会員証をご提示ください。

ザ グランリゾートのお申込方法が変わりました！

①足立区勤労福祉サービセンター
ゆうの会員であることを伝える。

↓
②ゆうの会員番号、会員氏名、希
望ホテル、宿泊日、
人数などを伝え、
空き状況を確認し、
予約する。

受付時間
9：00～18：00
（平日・土日・祝）

予約センター
または

ナビダイヤル

会員制宿泊施設

FAXの場合：FAX番号　０６－６３５５－６１１２
利用ガイドゆう２０２０のP３３の用紙をご使用ください。（FAX番号に注意）
上部に足立区「ゆう」と書き、上記の番号に送信してください。
（ご予約は確定しておりません。グランリゾート事務局からの連絡をお待ちください。１週間過ぎても連絡がない
場合は、FAXが届いていない可能性がありますので、予約センターまたはナビダイヤルに、電話でご確認ください）


