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商品名 一般価格（円） 会員価格

ゆうの会員証提示が必要です。
「法人サービスカウンター」（東京ドームシティ  ミーツポート２F）
午前１０時～午後７時　※土・日・祝は午前９時３０分～午後７時
☎０３ー３８１７ー６３６４
現金またはクレジットカード決済（JCB、VISA、MASTER）

東京ドームシティの施設が利用できる下記
チケットは、現地でご購入できます。
㊟サービスセンターゆうの補助金はつきません。

＊ご購入は、一日各券１０枚までとなります。（トリートメント＆ビューティ利用券、東京ドームグループ利用券は除く）
＊東京ドームグループ利用券は1,000円券と500円券がございます。
＊スパ ラクーアトリートメント＆ビューティー利用券は、どちらも１,０００円券です。
＊スパ ラクーア及びFuua（フーア）入館券は、土・日・祝・特定日にご利用の際は
　休日割増料が必要です。
＊お客様のご都合による返品・交換・キャンセルは一切お受けできません。
＊転売目的でのご購入はお断りします。

法人サービスカウンター取扱い商品

購入方法

場　　所
営業時間
お問合せ
お支払方法

※商品は一例です。

得１０チケット

東京ドームホテルレストランランチ券
スパラクーア入館券

スパ ラクーア トリートメント＆ビューティー利用券

宇宙ミュージアムTeNQ入館券
オーシャンスパ Fuua（フーア）入館券※入湯税別

２,７００円

２,９００円

２,０００円

９００円

１,０００～１,４００円

１,８００円

　  最大 ６,０００円（相当）

３,５００円～４,１００円（相当）

２,９００円　　　  

１,０００円　　　  

　　　  

 １,２００円～１,８００円　

２,７５０円　　　  

東京ドームグループ利用券（1,000円券・500円券） 1,000円券は1,000円、500円券は500円 1,000円券は970円、500円券は485円

受付開始
利用期間

３月２２日（月）から　※販売開始前にお申込みいただいた場合も、発送は３月２２日以降になります。
４月１日（木）から９月３０日（木）まで

●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。

１枚１,２００円　大人・小人共通

●　　窓口
●電話／ハガキ／ＦＡＸ／ホームページから、会員番号・会員氏名・チケット名・枚数・送付先（自宅または勤務先）
　を明記してお申し込みください。

一会員前期・後期それぞれ５枚まで

通年販売　前期・後期それぞれ５枚まで購入できます。どうぞご利用ください。

申込方法

料　　金

そ の 他

販売枚数

●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。

（一般価格　【大人】１,９００円　【大学生】１,５００円　高校生以下は１,０００円）

（前期２,５００枚、後期２,５００枚各限定。それぞれ完売をもって販売終了）

映画鑑賞券「TOHOシネマズパスポートチケット」〔前期分〕　

＊新型コロナウイルス感染拡大防止対策のための各施設臨時休業に伴い、各チケットの
　有効期限に変更が生じております。詳細は、下記URL及び各施設HPにてご確認ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　https://www.tokyo-dome.co.jp/houjin/　

＊各施設の営業情報は下記URL及び各施設HPにてご確認ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　https://www.tokyo-dome.co.jp
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ホームページ味の宅配便《静岡県　川根の新茶》
新茶の季節となります。今年も、銘茶の産地静岡県南アルプスの麓、川根本町から摘みたての香り高い新茶をお送りします。

商　　品
新茶詰め合わせ
（Ａ）八十八夜摘み川根茶３００ｇ（化粧箱入り・煎茶１００ｇ２本・深蒸し茶１００ｇ１本）
（Ｂ）特選川根茶　　　　６００ｇ（箱なし・煎茶２００ｇ２本・上深蒸し茶２００ｇ１本）

（Ａ）２,７００円（税・送料込）　一般料金　３,８８８円（税・送料込）
（Ｂ）３,４００円（税・送料込）　一般料金　４,６４４円（税・送料込）

（A）５月中旬ころ　　（B）５月下旬ころ
●（A）と（B）両方お申し込みの方は、５月下旬ころとなります。
●商品の発送は、お茶の摘み取り時期により前後いたします。

●送り先の書き方　ご本人用の場合・・・「自宅」または「勤務先」
　　　　　　　　　ご本人以外の場合・・・送付先の「郵便番号・住所・氏名・電話番号」
●口数の書き方　　送り先ごとに(A)(B)それぞれの口数をお書きください

（Ａ）（Ｂ）合わせて一会員２口まで
４月９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

４月１５日（木）ころ送付の振込票にて、到着後１週間以内にお支払いください。

申込口数
締　　切
料金支払

申込方法

商品発送

料　　金 （Ａ）

（Ｂ）
ハガキ/FAX/ホームページにて①～⑤を明記の上、お申込みください。
①味の宅配便「お茶」②会員氏名 ③会員番号 ④送り先 ⑤口数

スパリゾート・ハワイアンズ入場券（令和３年度）販売開始　　

利用期間
販売開始

申込方法

販売枚数

料　　金

そ の 他

３月２９日（月）から　　※販売開始前にお申込みいただいた場合も発送は３月２９日以降になります。

令和３年４月１日（木）から令和４年３月３１日（木）まで
一会員　年度内　１０枚まで　　完売をもって販売終了　

●チケットは随時発送いたします。（３月２９日以降）
※チケット申込後のキャンセル・枚数変更はできません。
●宿泊施設をご利用の方は直接「予約センター」へお申込みください。
　宿泊の場合、入場券は１泊一名２枚（２泊の場合一名３枚）必要となります。
　（詳しくは　　　利用ガイドをご覧ください）
●令和２年度分（有効期限６月３０日）のチケットのお申込みは、３月３１日をもって締め切ります。

１枚　８００円【大人・小人・幼児共通】※３歳以上から有料
　（通常料金：大人３,５７０円・小人〔小学生〕２,２５０円・幼児１,６４０円）

●　　 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。

スパリゾート・ハワイアンズ入場券（令和３年度）販売開始　　
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３月25日（木）午後５時必着
●申込多数の場合には抽選です。当落については４月６日（火）以降電話にてご照会ください。
●当選された方には５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。なお、落選の方への通知はいたしません。

申込期限

申込多数
の場合

脇正面席 １,７００円（一般料金 ２,７００円）販売価格

日本の伝統芸能である “能”と“狂言”（能楽）、興味はあるけどチョット難しそう・・・というあなたへ！
数ある演目の中から鑑賞教室に適した名作をセレクトし、能楽師による解説付きで本格的な舞台をたっぷりご覧
いただきます。
国立能楽堂は全席ファーストクラス～日本で初めてパーソナルタイプの座席字幕システムを取り入れ、鑑賞をサ
ポートします。ぜひ、600年以上演じ継がれてきた能楽をお楽しみください。

６月２５日（金）　開演　午後２時

解説　能楽のたのしみ
狂言 寝音曲（和泉流）（シテ・交互出演）深田博治ほか
能　 殺生石（宝生流）（シテ・交互出演）髙橋　亘ほか

演　　目

開催日時
国立能楽堂（ＪＲ中央・総武線千駄ケ谷駅下車徒歩５分）会　　場

１０名　※一会員２枚まで募集人員
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・
送付先（自宅もしくは勤務先）を明記してお申し込みください。申込方法

プログラムは無料配布いたします。
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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　　３月２５日（木）　<午後５時必着>
◆通　　知　　当選者の方には公演日に間に合うようにチケットと振込用紙を簡易書留にて送ります。
　　　　　　　当落通知はいたしません。（当落のお問い合わせは4/１２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

倍賞千恵子コンサートwith 小六禮次郎　
うたがたり やさしさと手をつなぎながら

4/23（金）16：00

女優であり歌手である倍賞千恵子と、詩情溢れる彼女の世界を最大限に
引き出す、ピアニストで作曲家そしてご主人でもある小六禮次郎のピア
ノ・・・夫婦ならではの息の合った、心温まるステージ。優しい充実の
ひとときを、是非お楽しみください。

＊未就学児入場不可

会場：ギャラクシティ
　　　西新井文化ホール（西新井）
枚数：12枚（一会員２枚まで）

Ｓ席指定　4,500円
（一般料金　6,500円）

ミュージカル

メリリー・ウィー・ロール・アロング

＊未就学児入場不可

ディズニー・ファンタジア・コンサート

Presentation made under license from 
Disney Concert 
©Disney All rights reserved

指揮：柳澤寿男　管弦楽：日本フィルハーモニー管弦楽団

映画公開80周年記念！ディズニーの歴史的名作『ファンタジア』を迫力の
生演奏と美しい映像で体感するコンサートの開催が決定！

＊3歳以下入場不可　＊チケットは公演日の2週間前頃の発券となります。
＊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。
　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、どのような場
　合でもご入場できません。

2021
❶４/29（木・祝）12：00
❷４/29（木・祝）17：00

❶４/17（土）第一部　11：00
❷４/22（木）第二部　開演時間未定
❸４/23（金）第三部　開演時間未定

会場：東京国際フォーラム　
　　　ホールA（有楽町）
枚数：各回10枚（一会員4枚まで）

Ｓ席指定　6,000円
（一般料金　8,900円）

会場：新国立劇場　中劇場（初台）
枚数：各回10枚（一会員２枚まで）

Ｓ席指定　9,000円

四月大歌舞伎

❶５/20（木）18：30　❷５/29（土）12：00

（一般料金12,800円）

（一般料金　15,000円）
会場：歌舞伎座（東銀座）
枚数：各回10枚
　　（一会員２枚まで）

一等席指定　11,000円

社会風刺コント集団

ザ・ニュースペーパー LIVE
2021

❶４/24（土）18：00

＊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

❷５/22（土）13：00

政治、経済、事件、芸能・・・etc。タイムリーな社会問題を「笑いと批判」に
変える！ライブにこだわりザ・ニュースペーパーのライブでしか見られない
コントをお楽しみに！！

会場：❶かめありリリオホール（亀有）
　　　❷越谷サンシティホール　小ホール（新越谷・南越谷）
枚数：各回10枚（一会員２枚まで）

全席指定　3,200円
（一般料金　4,800円）

純烈コンサート 2021　
覚えてください！　純烈です！！

～スーパー銭湯アイドルと呼ばれてます～

❶５/17(月）14：00　❷５/17(月）18：00

3年連続紅白出場‼！デビュー10周年を終え、新たな気持ちで邁進します！元戦隊ヒー
ロー出身俳優中心のメンバーで構成された4人グループ。純烈のシングル「プロポー
ズ」が10万枚を超え、2018年9月度ゴールドディスに認定。

＊未就学児入場不可

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

全席指定　3,500円
（一般料金　7,000円）

予定曲：新曲「君がそばにいるから」（2021年2月3日発売）
　　　　プロポーズ　スターライト札幌　今夜はドラマティック　星降る夜のサンバ　キサス・キサス東京　
　　　　幸せあそび　愛でしばりたい　愛をください～Don't yuu crỹ

ブロードウェイのバックステージを舞台に、
人生を『逆再生』で描く全く新しいミュージカル！
作曲・作詞：スティーブン・ソンドハイム
脚本：ジョージ・ファース
演出：マリア・フリードマン
出演：平方元基　ウエンツ瑛士　笹本玲奈　ほか

＊演目・出演者・及び❷・❸の開演時間に付きましては歌舞伎座HPにて
　ご確認ください。
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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。
＊マスク着用等、各会場の指示に従ってご鑑賞ください。
＊公演中止の場合を除き、体調不調等でもキャンセル不可の公演もあります。よくご検討の上、お申し込みください。

2020年で「五木ひろし」に改名後、デビュー50周年を迎える。そこで2021
年5月10日～13日までLINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）にて音楽フェス
を開催致します。第1弾は演歌、歌謡曲系を中心とした音楽フェスになってい
ます。五木ひろし自身のヒット曲はもちろん、多数のゲスト歌手を迎え、会場
を盛り上げていきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2020年で「五木ひろし」に改名後、デビュー50周年を迎える。そこで2021
年5月10日～13日までLINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）にて音楽フェス
を開催致します。最終日のITSUKIフェスFINALも様々なアーティストを中心
にした音楽フェスになっています。五木ひろし自身のヒット曲はもちろん、多
数のゲストアーティストを迎え、会場を盛り上げていきます。　　　　　　　

5/10（月）16：00

＊未就学児入場不可

会場：LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）（渋谷）
枚数：20枚（一会員２枚まで）

全席指定　4,000円
5/13（木）17：00

＊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）

全席指定　4,000円（一般料金　10,000円）

国立演芸場入場券　販売します！
～落語・講談・漫談等を楽しんで頂けるようゆう窓口で入場券を販売します～

この入場券は定席（じょうせき）公演のみ使用できます。
上席（上席）　毎月　1～ 10日

中席（中席）　毎月11～ 20日
各共通券になりますので、各席期間は使用できます。（全席指定）

※新型コロナウィルス感染状況次第で、年度途中で発売を中止するまたは公演形態・一般料金が変更になることもあります。
※事前にお席をご予約いただけます。　0570-07-9900
※貸切公演日を除く。（公演予定はホームページでご確認ください。　https://www.ntj.jac.go.jp/
※公演演目は前月末に発表になりますので、国立演芸場へ電話、またはインターネットでご確認ください。

会　　場
料　　金
販売期間

ゆう窓口・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）・昼間連絡がつく電話番号を明記のうえお申し込みください。

国立演芸場　　地下鉄永田町駅または半蔵門駅　徒歩５分
１,３００円（一般２,２００円）演目 1回につき一会員 5枚まで
令和 3年 3月 22日から令和４年 3月中席期間まで

申込方法

（ただし5月・１月は中席のみ）

（7月定席は2日～ 10日）

五木ひろし 50th Anniversary presents

THE演歌フェス
“ITSUKIフェスinLINE CUBE SHIBUYA “ITSUKIフェスinLINE CUBE SHIBUYA

ITSUKIフェス FINAL

ゲスト出演予定：清塚信也　武田真治　田原俊彦　デーモン閣下
　　　　ももいろクローバーZ（五十音順）記念すべきITSUKIをお楽しみ下さい。

ゲスト出演予定：市川由紀乃　坂本冬美　鳥羽一郎　福田こうへい　由紀さおり　
吉幾三（五十音順）　記念すべきITSUKIをお楽しみ下さい。

※各美術展の詳細は４月号でご案内いたします。
チケット名 会　　場 開催日程

　☆☆「美術展チケット」４月販売予定☆☆
取扱い開始４月１日（木）から

サントリー美術館　開館６０周年記念展
ミネアポリス美術館　日本絵画の名品
ライデン国立古代博物館所蔵
古代エジプト展　美しき棺のメッセージ

渡辺省亭　欧米を魅了した花鳥画

サントリー美術館

東京藝術大学大学美術館

Bunkamura
ザ・ミュージアム

４月１４日（水）
　　～６月２７日（日）

４月１６日（金）
　　～６月２７日（日）

３月２７日（土）
　　～５月２３日（日）（東京・上野公園）
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