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食事チケット　ご案内中です
～令和3年3月31日まで　詳しくは「Fromゆう」1月号をご覧ください。

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

３月３１日（水）まで　　

0 3 - 5 5 0 0 - 5 5 8 0　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。

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　

（写真はイメージ）

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。

◉横浜ベイホテル東急
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35,000店が加盟する代金先払いの食事券です。

株式会社ヨシオ

ジェフグルメカードの通年販売

申込枚数
販売価格

販売方法

そ の 他

加 盟 店
「主な店』

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。

●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(自宅または勤務先)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４６８円です。

●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。

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、華屋与兵衛、和食さと、和ぐるめ、
　　　　バーミヤン　ほか
ファストフード（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　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

１セット　２,７００円　(５００円券×６枚)
１ 会 員　１０セットまで（年度）

西山荘で様々なイベントを開催しませんか？西山荘で様々なイベントを開催しませんか？

i

 5人まで5人まで

用 3H 10,000円
数 15人まで 
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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　　２月２５日（木）　<午後５時必着>
◆通　　知　　当選者の方に３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３/１２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

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。

一等席指定　4,300円

国立劇場

3月歌舞伎公演

演目：「歌舞伎名作入門」　入門　歌舞伎の 〝明智光秀〞
　　　「時今也桔梗旗揚」（ときはいまききょうのはたあげ）
出演： 尾上菊之助　ほか

物語の背景等を紹介する解説付きでわかりやすくて楽しめる！
生の舞台の魅力と面白さが倍増！

４/17（土）13：00

スペイン最大の画家ゴヤの激動の半生を、
今井翼主演で描くオリジナルミュージカル！
出演；今井翼　ほか

ミュージカル

ゴヤ -ＧＯＹＡ-

南こうせつコンサートツアー 2021
～いつも歌があった～

４/24（土）17：00
全席指定　4,300円

デビューから現在にいたる名曲の数々を
ユーモアたっぷりなトークとともにお贈りします。
出演：南こうせつ

歌怪獣襲来ツアー 2021
島津亜矢

❶４/3（土）11：30　❷４/3（土）15：30

＊希望時間（または番号）をご記入ください。
＊未就学児入場不可

会場：ティアラこうとう（住吉）
枚数：各回１０枚
　　（一会員２枚まで）

（一般料金　6,800円）
S席指定　4,300円

幼少の頃より数々のグランプリを手にした演歌の申し子。
ステージでは演歌のみならず洋楽・Jポップと抜群の歌唱センスを披露！
出演：島津亜矢

フォレスタ コンサート in 越谷
４/10（土）13：30

＊未就学児入場不可　
＊出演者が変更になる場合があります。

会場：越谷サンシティホール
　　（新越谷・南越谷）
枚数：１０枚
　　（一会員２枚まで）

（一般料金　6,000円）全席指定　3,800円

出演者：澤田薫　横山慎吾　竹内直紀　塩入功司　大野隆　吉田和夏　
　　　　内海万里子　池田史花　三宅里菜　小笠原優子　財木麗子　吉田明未
ピアノ：石川和男　大杉光恵　　　　司会：石川牧子

全員が音楽大学・大学院にて研鑚を積んだ優れた音楽家たち。
「BS日本・こころの歌」出演中。

舟木一夫コンサート2021
４/12（月）14：00
全席指定　3,500円
（一般料金　8,000円）

会場：北とぴあ　
　　　さくらホール（王子）
枚数：１０枚（一会員２枚まで）
＊未就学児入場不可

第一部：子どもの頃に好きだった漫画。主題歌を聞いて懐かしい自分に戻ってみませんか。
　　　　予定曲：赤胴鈴之助　月光仮面は誰でしょう　鉄腕アトム　天才バカボン　
　　　　サザエさん　ほか
第二部：ザ・ヒットパレード　ヒット曲の数々を披露いたします。
　　　　予定曲：高校三年生　学園広場　銭形平次　修学旅行　絶唱　哀愁の夜　ほか

50年以上一線で活躍し続けている舟木一夫。
いまでもコンサート会場は高校三年生に戻れる学園広場です。

❶３/20（土・祝）第二部
❷３/21（日）　　第一部

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　7,000円）

＊未就学児入場不可

会場：日生劇場（日比谷・有楽町）
枚数：10枚（一会員２枚まで）

（一般料金　13,500円）
Ｓ席指定　8,500円

＊未就学児入場不可

会場：大田区民ホール　
　　　アプリコ（蒲田）
枚数：１０枚
　　（一会員２枚まで）

（一般料金　6,800円）

15：00
11：00
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　☆☆「美術展チケット」好評販売中 ☆☆

＊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。
＊マスク着用等、各会場の指示に従ってご鑑賞ください。

中村勘九郎　中村七之助
春暁特別公演2021

会場：LINE CUBE SHIBUYA
　　（渋谷公会堂）（渋谷）
枚数：８枚（一会員２枚まで）

＊日時により会場が違います。必ずご指定下さい。　＊未就学児入場不可　
本年2021年は、中村勘太郎、中村長三郎が巡業公演に初参加。華やかな演目をご用意し、皆様のご来場をお待ちしております。

演目：一　「鶴亀」＊長唄連中　素踊り　演者：翁…勘九郎　鶴…七之助　亀…鶴松　二　トークコーナー　勘九郎　七之助　勘太郎（前半）長三郎（前半）
　　　三　「操り三番叟」＊長唄連中　演者：三番叟…鶴松　後見…いてう　千歳…澤村國久　翁…小三郎
　　　四　「俄獅子」＊長唄連中　演者：勘九郎　七之助　勘太郎　長三郎

❶４/３（土）15：30
S席指定　5,700円
（一般料金　8,800円）

❷４/４（日）15：30
S席指定　5,700円
（一般料金　8,800円）

会場：新宿文化センター　
　　　大ホール（東新宿・新宿）
枚数：８枚（一会員２枚まで）

○「加入継続・退会確認書」のお知らせを１月上旬に送付しました。まだ、提出されて
　 いない方は、確認書に記入のうえ至急ご提出ください。
○ 長寿記念品のご案内
　令和２年４月１日～令和３年３月３１日に満７５歳を迎え、会員期間が５年以上の方に長寿記念品
（魚沼産お米食べ比べセット）を２月下旬にお届けします。

令和２年度中に７５歳になられた会員の皆様へ

チケット名 開催日程 販売期間 詳細

（注）すべて予定枚数の完売をもって販売終了となります。

窓口 ２／２6まで
〒/FAX/ホームページ ２／ 19まで From １２月号美を結ぶ。美をひらく。

写真家ドアノー/音楽/パリ

２／２８（日）まで

窓口 ３／ 12まで
〒/FAX/ホームページ ３／５まで From １月号３／３１（水）まで

「スカイフォール」

SKYFALL LICENSED BY MGM.SKYFALL
©2012 DANJAQ ＆ MGM.SKYFALL.007
AND RELATED JAMES BOND

公開 35周年記念
「バック・トゥ・ザ・フューチャー」

3/28（日）14：00

©UCS LLC and Amblin

＊5歳未満入場不可　　＊英語上映・日本語字幕あり　
＊公演中止の場合を除き、体調不良等によるチケットの払い戻し
　はしません。　＊アラン・シルヴェストリは出演しません。
＊上演時間：約２時間30分予定（休憩１回含む）
＊チケットを紛失された方、または当日チケットをお忘れになっ
　た方はチケットがなければどのような場合でもご入場できません。

＊5歳未満入場不可　　＊英語上映・日本語字幕あり　
＊公演中止の場合を除き、体調不良等によるチケッ
　トの払い戻しはしません。
＊上演時間：約２時間45分予定（休憩含む）
＊チケットを紛失された方、または当日チケットを
　お忘れになった方はチケットがなければどのよう
　な場合でもご入場できません。

in コンサート
007

3/27（土）17：30
S席指定　6,500円
会場：東京国際フォーラムホールA（有楽町）
枚数：10枚（一会員2枚まで）

（一般料金　9,900円）

in コンサート

会場：東京国際フォーラム　ホールA（有楽町）
枚数：10枚（一会員２枚まで）

S席指定　6,500円（一般料金　9,900円）

史上最高の007映画「スカイフォール」が、シネオケで遂に登場！
巨大スクリーンとフルオーケストラの生演奏で贈る最高傑作‼

GREAT SCOTT！あの衝撃からなんと35年。
『バック・トゥ・ザ・フューチャー』ファンよ、全編オーケストラ生演
奏コンサート（シネオケ）に集結！せよ

【指揮】栗田博文　【管弦楽】東京フィルハーモニー交響楽団 【指揮】齊藤一郎　【管弦楽】東京フィルハーモニー交響楽団
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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
※各施設の営業状況をご確認のうえ、お申し込みください。

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

販売期間 通年販売 利用期限なし
販売枚数 １会員５シート １シート　４,７００円（１シート３００円券×２０枚綴り）

申込方法

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

●　　窓口 　
●電話/ハガキ/ＦＡＸ/ホームページにて会員番号・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。

●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。

利用期間
販売価格

利用施設


