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サービスセンターニュース

２０２１年

１１月1日現在
事業所数
会 員 数

4,088
11,167

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　　 ２０２１」 P９３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】https://www.yuu.or.jp/　※１１月の土曜営業は、２７日（午前９時～午後４時）です。

申込方法

支 払 い

申込期限

申込枚数

11月10日発行

11月号

１１月２２日（月）午後５時必着　※受取り・入金時に退会予定の方は申込できません。

注意事項

発 送

ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A Xお取り寄せグルメカード　特別販売

私たちは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

会員の
皆様へ

新型コロナウイルス感染防止対策により、From ゆう
掲載のイベント等は急きょ、中止または変更になる
場合がございます。払戻や、期限延長がないことも
ありますのでご了承の上お申込みください。

～生活応援企画～

●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページにて、会員番号・会員氏名・商品名「お取り寄せグルメカード」・
　送付先（自宅または勤務先）を明記の上、お申込みください。
＊受取方法は簡易書留での郵送のみです。（送料は　　 で負担します）窓口では受け取れません。
●１回のお申込みにつき１名のお申込み。（１枚の申込書に複数名記入の場合は受付できません。）

●発送は１２月２３日（木）頃の予定です。ご不在の場合は郵便局の不在票が入りますので、不
　在票の案内に従ってお受け取りください。
　※郵便事情により、到着が年末になる場合があります。受取可能な配送先（自宅または勤務先）をご指定くだ
　　さい。宛先不明・不在等で　　 に返送された場合の再送は、年明け１月４日以降になります。

全国の選りすぐりのおいしいグルメ、銘品のこだわり商品、地域特産品など
様々なギフト（時期により約６０種）の中から１つ交換できます。
＊伊藤忠食品（株）から選りすぐりの商品をお届けします。

交換方法はweb（スマートフォン・パソコンなど）からのみです。

一会員　１枚　※申込締切後のキャンセルはできません。
販売価格
有効期間

３,５００円　《 ５,２５０円券×１枚 》
カードの有効化日より１８０日（詳しくはカード送付時の同封文書を参照）

●専用 web 交換サイトでカード裏面に記載の番号を入力し、商品を選ぶ方式です。
●予定枚数（１,０００枚）を超えた場合は抽選となります。抽選結果は１２月２日（木）
　 　　のホームページにて当選者発表します。落選の通知はいたしません。
●購入した「お取り寄せグルメカード」を現金と引き換えることはできません。

 〈参考商品〉
交換できるのは、
カードが届いて
からになります。

●到着後１週間以内に同封の「コンビニ払込票」にてお支払いください。（手数料１１０円はご負担願います）
　みずほ銀行へのお振込みおよび　　 窓口でのお支払いはご遠慮ください。

お取り寄せグルメカード 検索



－２－

スキーリフト前売券

○直接　　 窓口でのご購入、もしくは、ハガキ／ＦＡＸ／ホームページにて会員番号・会員氏名・
　チケット名・券の種別・枚数・送付先（自宅または勤務先）を明記の上、お申し込みください。

一会員　１スキー場につき５枚まで

申込方法

チケット名
枚 数

ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X

ゆう
窓口2021 スキーリフト「前売券」の販売開始

販売期間
１２月１６日（木）午後５時必着
＊シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳および小海リエックス・スキーバレー
　は１２／６（月）午後５時必着
＊「シーズンリフト券」は１２／１７（金）から販売します（１２月号で案内予定）

新潟県南魚沼市舞子　　　　　　０２５－７８３－４１００（総合案内）
利用期間　１２月１７日（金）～令和４年４月 3日（日）予定

２,９００円（一般料金５,０００円）　＊大人　小人　シニア　共通

舞子スノーリゾート

１ｄａｙパス

アクセス 　　　ＪＲ上越新幹線「越後湯沢駅」より無料シャトルバス　約２０分
　　　関越自動車道　塩沢石打ＩＣ　　約１分

湯沢中里スノーリゾート 新潟県南魚沼郡湯沢町土樽　　　０２５－７８７－３３０１（総合案内）
利用期間　１２月１８日（土）～令和４年３月２７日（日）予定

大人券（中学生以上）　２,７００円（一般料金４,５００円）　＊大人　シニア共通　
大人 +小学生券 　　　４,２００円（一般料金７,０００円）リフト 1日券

アクセス 　　　ＪＲ上越新幹線「越後湯沢駅」より無料シャトルバス　約２０分
　　　関越自動車道　湯沢ＩＣ　約１０分

ムイカスノーリゾート 新潟県南魚沼市小栗山　　　　　０２５－７７３－３３１１（総合案内）
利用期間　１２月２４日（金）～令和４年３月２７日（日）予定

リフト 1日券

アクセス

大人券（中学生以上）　２,２００円（一般料金４,０００円）　＊大人　シニア共通
大人 +小学生券　　　 ３,４００円（一般料金６,０００円）
　　　ＪＲ上越線・ほくほく線「六日町駅」より無料シャトルバス　約１０分
　　　関越自動車道　六日町ＩＣ　約５分

シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳 長野県南佐久郡川上村御所平　　　０２６７－９１－１００１
利用期間　１２月１１日（土）～令和４年３月２７日（日）予定＊小海リエックス・スキーバレーと共通券です

共通早割リフト１日券

アクセス

１,９００円（一般料金４,５００円）　＊大人　小人　共通
　　　ＪＲ小海線「野辺山駅」下車　タクシー５分
　　　中央自動車道　長坂ＩＣ　約２５分　　須玉ＩＣ・小淵沢ＩＣ　約３５分

小海リエックス・スキーバレー
＊シャトレーゼスキーリゾートと共通券です

長野県南佐久郡小海町豊里　　　　０２６７－９３－２５３７
利用期間　１２月１１日（土）～令和４年４月３日（日）予定

共通早割リフト１日券

アクセス

１,９００円（一般料金４,５００円）　＊大人　小人　共通
　　　ＪＲ小海線「小海駅」下車　タクシー２０分
　　　中部横断自動車道　八千穂高原ＩＣ　約１８分　　中央自動車道　長坂ＩＣ　約５０分

【宿泊施設の優待割引】
舞子スノーリゾート直結の舞子高原ホテルが特別料金でご利用いただけます。
詳しくは、「利用ガイド　　 ２０２１」Ｐ７１をご覧ください。  ※舞子高原ロッジは今シーズン、休業となります。

・営業期間は、天候等により変わることがあります。施設ＨＰ等でご確認の上、ご利用ください。
・チケット購入後のキャンセルや変更、また再発行はいたしません。
・舞子、湯沢中里、ムイカの小学生券はシーズンリフト券（１２月号で案内予定）を販売します。
・シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳および小海リエックス・スキーバレーは、共通券のため両スキー場で
  ５枚までの申し込みとなります。

そ の 他



－３－

とくてん

大相撲、令和四年一月場所の観戦チケットのご案内です。今回は、イス席とマス席を予定しています。今後の状況で、無観客、開催中止により、チケッ
トの確保ができない場合もあります。また、新型コロナウィルス感染拡大防止対策についてご了承の上お申し込み願います。

日 程

大相撲一月場所観戦チケット

会 場

料 金

申込方法

締 切

そ の 他

ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X

両国国技館（両国駅）

１１月２９日（月）午後５時必着
●応募者多数の場合は抽選。当選者には、１２月上旬にご連絡の上、１２月下旬にチケットを簡易書留で郵送します。
　落選者への通知はいたしません。
●当選後のキャンセル・変更はできません。また、１月場所が中止または無観客開催以外は払い戻しはできません。
●当日の検温で３７.５度以上の場合は、入場禁止。アルコールの持ち込み禁止、販売なし。お弁当の販売なし。
　マスク着用、声を出しての応援禁止等、新型コロナウィルス感染拡大対策に同意の上、お申込みください。

① １月１０日（月・祝）　イスＡ席
② １月１４日（金）　  　マスＢ席

① イスＡ席（席が前後になる場合もあります）
　　７,０００ 円（一般料金　８,５００円）　２０席
② マスＢ席（２名定員　１マス販売） 
　 １４,０００円（一般料金２０,０００円）　１０マス
ハガキ／ＦＡＸ／ホームページにて下記の必要事項を明記の上、お申し込みください。
「大相撲一月場所」、①イス席（枚数）か②マス席・会員番号・会員氏名・送付先（自宅または勤務先）
・日中連絡のつく電話番号
　一会員　①イス席は２名まで
　　　　　②マス席は１マスのみ
※どちらか一方の申し込みとなりますが、第一、第二希望の申し込みも受け付けます。

東京ドームシティ「得１０チケット」【後期分】販売中
とくてん

！

利用期限
料 金

そ の 他

申込方法

令和４年３月３１日（木）まで
１冊（１０ポイント） ２,５００円　（大人･小人共通）

ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X

ゆう
窓口電 話

得１０チケット対象施設・必要ポイントについてはホームページでご確認ください。
得１０チケット情報アドレス　https://www.tokyo-dome.co.jp/toku10/

１会員１０冊まで
窓口販売又はお電話でもお申し込みいただけます。ハガキ／ＦＡＸ／ホームページにて、
会員番号・氏名・電話番号・チケット名・冊数・送付先（自宅または勤務先）を明記の上、お申し込みください。

スポーツクラブ利用券　好評販売中！
区内他６カ所のスポーツクラブが利用できます。

ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X

ゆう
窓口

販売期間

販売枚数
利用料金

申込方法

施 設 名

そ の 他

施設ごとに完売をもって販売終了

◆営業状況・時間等は、各施設に確認の上ご利用ください。「利用ガイド　　 ２０２１」P５２参照。
○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竹の塚
○セントラルフィットネスクラブ亀有　　 ○朝日スポーツクラブ〔BIG-S 竹の塚〕
○セントラルウェルネスクラブ西新井　　 ○ゴールドジム北千住東京
○ご利用は会員と家族のみです。他の方への譲渡はできません。
○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かかる場合があります。施設にご確認ください。

１枚　６００円（ただしセントラル西新井 ７００円・ゴールドジム北千住 ８００円）

○　　  窓口（会員証提示）で購入できます。
○ハガキ／ＦＡＸ／ホームページにて会員番号・氏名・電話番号・利用施設名・枚数・
　送付先（自宅または勤務先）を明記の上、お申し込みください。

一施設　一会員　５枚まで（年度内）

東京ドームシティ内のお好きな施設をお得に楽しめる「得１０チケット」！お手持ちポイント内（１冊１０ポイント）でお好き
な施設を選びご利用いただけます。複数冊を数人でご利用いただくこともできます。有効期限内であれば後日利用ＯＫです。

※「得１０チケット」は東京ドームシティの法人サービスカウンターでも、会員証提示により２,７００円でご購入いただけます。
　（「利用ガイド　　 ２０２１」Ｐ９参照）

利用期限 令和４年３月３１日（木）まで

【使用例（参考）】・アトラクションズ ワンデーパスポート（中学生以上１０Ｐ）　・宇宙ミュージアムＴｅＮＱ入館料（５Ｐ）
【使用例（参考）】・スパラクーア入館料（８Ｐ）　・レストラン和食「春風萬里」（ランチ６Ｐ） ｅｔｃ

Ⓒ日本相撲協会



※このプランは、　　 への申し込みは不要です。（食事チケットは発行しません）
※最少催行人数に満たない場合や会場都合により催行中止になる場合がございます。
※緊急事態宣言や国内外の状況により、時間や料理、サービス内容を変更する場合がございます。

ホテル椿山荘東京「イヤーエンドディナービュッフェ」

文京区関口 2-10-8　　交通：東京メトロ有楽町線「江戸川橋」１ａ出口 徒歩約１０分
1年の締めくくりのイヤーエンドビュッフェでは、和洋中のバラエティ豊かなお料理をご用意しました。

ゆう
窓口
受取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）

レストランへ電話予約

予約後　　 へ申し込み

から食事チケットを送付

①

②

③

「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。

ハガキ /ＦＡＸ/ ホームページにて、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（自宅または事業所）、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。

当日チケットを提出し食事を楽しむ④ レストランで、予約名を告げ食事チケットを提出の上、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。

ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X

新型コロナウイルスの影響により各店舗の営業形態、時間、提供内容の変更、催行中止になる場合もございます。予約時に開催日時等、ご確認願います。

　　 会員証を忘れずにお持ちください。お支払い時に会員証を提示し料金をお支払いください。
会員証の提示がない場合は、通常料金となります。料金には、消費税・サービス料を含みます。

－４－

※和洋中ビュッフェ　※フリードリンク（オリジナルスパークリングカクテル･ビール･赤白
　ワイン･焼酎･ウィスキー･ノンアルコールドリンク･ソフトドリンク）

開 催 日

時 間

予 約 先

予約方法

利用料金

内 容

支払方法等

そ の 他

金～日・祝日

月～木

大　人 小学生 幼児（３歳～未就学児）

１１,４００円
（通常料金１２,０００円）

１０,４００円
（通常料金１１,０００円）

５,３００円
（通常料金５,５００円）

２,９００円
（通常料金３,０００円）

「足立区勤労福祉サービスセンターゆう」の会員と告げて、日程や時間の予約をしてください。

０３－３９４３－１１４０（10：00～ 19：00）

○受　付17：30～
○お食事18：00～ 20：00（１２０分制）  ※利用日により開催時間変更の場合があります。

１１月１２日（金）～１２月２８日（火）

予約のみ必要
　　会員証提示

○銀座アスター　「昴」
　　　～１２月３１日まで　詳しくは「Fromゆう」１０月号をご覧ください。

○第一ホテル東京
　　　～１２月３１日まで　詳しくは「Fromゆう」１０月号をご覧ください。

○浅草ビューホテル
　　　～１２月１７日まで　詳しくは「Fromゆう」１０月号をご覧ください。

食事チケット ご案内中です



－５－

※営業状況をご確認の上、お申込みください。
利用期間

販売枚数

料 金

申込方法

そ の 他

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）　
１枚　８００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）
●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１名２枚（２泊の場合は１名３枚）必要となります。
　（詳しくは「 利用ガイド　　 ２０２１」P２０をご覧ください。）

●直接　　 窓口でご購入いただくか、電話／ハガキ／ＦＡＸ／
　ホームページにて、会員番号・会員氏名・電話番号・チケット名・
　枚数・送付先（自宅または勤務先）を明記の上、お申込みください。

スパリゾート・ハワイアンズ入場券 販売中スパリゾート・ハワイアンズ入場券 販売中 ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X

ゆう
窓口電 話

国立演芸場入場券　販売中
～落語・講談・漫談を楽しんで頂けるよう、　　 窓口で入場券を販売しています～
この入場券は定席（じょうせき）公演のみで使用できます。
※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場合があります。
※事前にお席をご予約いただけます。　０５７０－０７－９９００
　（演目によっては予約が取りづらい場合もあります）
※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。詳細は国立演芸場へ電話、
　またはホームページでご確認ください。

上席　毎月　１～１０日
　　　　　（ただし１月は中席のみ）

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）

会 場

販売期間

料 金

申込方法 　　 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）・電話番号を明記の上、お申し込みください。

国立演芸場　地下鉄永田町駅（徒歩５分）または半蔵門駅（徒歩８分）
１,３００円（一般２,２００円  ※１１月・１２月は２,０００円）演目１回につき一会員５枚まで
令和４年３月中席期間まで

ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X

ゆう
窓口

会員拡大
キャンペーン

現在、　　  に加入されている事業者で
１２月２４日（金）までに
追加入会していただく会員の方は
入会金が無料になります

お電話いただければ、「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 TEL 03-6812-0871 FAX 03-3881-8052

“　　” 窓口でもお手続きできます！
まだ“　 　”に入会していない事業所が入会される場合には、入会金に加え最大５カ月分の会費が無料になる「新規入会キャンペーン」展開中！

Information
●「　　  」１２月の土曜営業日は１２月１８日（第３土曜日）です。ご注意ください。



ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X

ゆう
窓口

聖徳太子（５７４～６２２）は、推古天皇の摂政となり国の礎を築く一方で、仏教を篤く信奉し、日本の仏教の出発点となっ
た人物です。後世には聖徳太子への信仰が生まれ、諸宗派の名だたる高僧、貴族から庶民に至るまで、人々の尊崇を集めてき
ました。本展は、聖徳太子が没して１４００年を迎えることを記念し、大阪・四天王寺のご協力のもと、その生涯をたどりながら、
現代まで続く信仰の広がりを数々のゆかりの名品によって紹介するものです。

開催日時
注意事項

会 場
販売価格

申込方法
締 切

サントリー美術館　（東京ミッドタウン　ガレリア３Ｆ）

オイヴァ・トイッカ《「ポムポム」花瓶》、セッ
ポ・サヴェス《アンニカ・リマラ「リンヤヴィ
ーッタ」ドレス、ヴオッコ・ヌルメスニエミ
「ガッレリア」テキスタイルデザイン》、アル
ヴァ・アアルト《「サヴォイ」花瓶》

一　般　９００円（当日券１,５００円）　＊　　 では一般券のみ取扱い

幸福度世界一＊を誇る北欧の国・フィンランド。その美しい自然からインスピレーションを得て生まれたデザインは、世界中
で愛されています。本展では、１９３０－１９７０年代にデザインされたプロダクトとともに、同時代の絵画などあわせて展示。
フィンランドが近代化されゆく時代のデザインを多角的に紹介します。　＊国連「世界幸福度報告書」２０２１年版による。

令和４年１月２７日（木）まで
令和４年１月２１日（金）午後５時必着
㊟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。

●　　 窓口販売 
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ
●一会員 5枚まで

Bunkamuraザ・ミュージアム　（渋谷）

開催日時
注意事項

会 場
販売価格

申込方法
締 切

一　般　１,１００円（当日券１,7００円）  ＊　　 では一般券のみ取扱い

ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X

ゆう
窓口ザ・フィンランドデザイン展　―自然が宿るライフスタイル

１２月２７日（月）まで
１２月２２日（水）午後５時必着　
㊟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。

●　　 窓口販売 
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ
●一会員 5枚まで

－６－

サントリー美術館　開館６０周年記念展
千四百年御聖忌記念特別展「聖徳太子　日出づる処の天子」

11月 17日（水）から令和4年 1月 10日（月・祝）まで
＊作品保護のため会期中展示替あり。
○午前１０時～午後６時
　金・土、および１１月２２日（月）、１月９日（日）は午後８時まで開館。
　いずれも入館は閉館の３０分前まで
○休館日　火曜日　（ただし１１月２３日、１月４日は開館）、
　１２月２８日（火）～１月１日（土・祝）
※中学生以下は無料
※障がい者手帳をお持ちの方は、ご本人と介護の方１名様のみ無料。
※開催時間は変更となる場合があります。
　最新情報は美術館ウェブサイトにてご確認ください。

１２月７日（火）から令和４年１月３０日（日）まで
○午前１０時～午後６時（入館は午後５時３０分まで）
　毎週金・土曜日は午後９時（入館は午後８時３０分まで）
○休館日　令和 4年 1月 1日（土・祝）のみ
　＊状況により、会期・開催期間等が変更となる可能性があります。
※会期中の全ての土日祝、および最終週の１月２４日（月）～３０日（日）は
　【オンラインによる入場日時予約】が必要となります。ご来場の際にはBunkamura
　ザ・ミュージアムホームページにて最新情報をご確認ください。

「聖徳太子童形像・六臣像」
桃山時代　16 世紀、大阪・
四天王寺

（注）いずれも予定枚数の完売をもって販売終了となります。 
開 催 期 間チケット名 販 売 期 間 　詳 細　

バンクシーって誰？展
（平日券）

１１／２３（火・祝）
まで

●窓口　　１１／１９まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ　１１／１２まで

Fromゆう８月号

Fromゆう９月号

●窓口　　１１／１９まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ　１１／１２まで

１２／５（日）まで

ポーラ美術館
コレクション展

～甘美なるフランス～

第８回日展 １１／２１（日）
まで

●窓口　　１１／３０まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ　１１／２６まで

Fromゆう１０月号

☆☆ 「美術展チケット」好評販売中 ☆☆ ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X

ゆう
窓口
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《広告》ゆう指定店　株式会社 孝行舎

《広告》シアター１０１０

ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X

ゆう
窓口「 東京・ミュージアム  ぐるっとパス２０２１ 」販売中

※お出かけの際には、各施設の公式ホームページ、もしくは各施設にお問い合わせの上、
　最新情報をご確認ください。

ぐるっとパス事務局　電話：０３－５６１０－００５１
　　　　　　　　　　　　　　　　　 （平日午前１０時～午後５時）

https://www.rekibun.or. jp/grutto/

○　　 窓口／ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ　　令和４年１月２５日（火）午後５時まで
○一会員 年間６冊まで

対象施設

有効期間

料 金

申込方法

お問合せ先

２,０００円　（一般料金２,５００円）　※大人料金のみ。　※払い戻しはできません。

○最初に利用した日から２ヵ月間  【ただし最終有効期限は、令和４年３月３１日（木）です。】
※詳細は下記事務局（ぐるっとパスホームページ）で確認ください。
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ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X観劇・コンサート

ディズニー・ファンタジア・コンサート

ハガキ／ FAX／ホームページよりお申込みください。（２演目以上は別々にお申込みください）
座席は、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。
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。
１１月２５日（木）　＜ 午後５時必着 ＞
当選者の方には公演日に間に合うよう、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１２／６以降にお願いします）
締切後のキャンセル・変更はできません。また、チケットを紛失した場合も再発行できません。
　　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　　 ２０２１」P３８をご覧ください。

◆申込方法

◆注　　意
◆締　　切
◆通　　知

◆キャンセル
◆託児サービス
　利用補助

Ticket
TicketTick

et

新春寿寄席～笑客万来～

1/4（火）10：30
Ｓ席指定　❶大人 7,500 円 ❷子ども 5,000 円

1/5（水）10：30
Ｓ席指定　❸大人 7,500 円 ❹子ども 5,000 円
（一般料金　大人 10,000 円　子ども 7,000 円）

会場：IH Iステージアラウンド東京（市場前駅）
枚数：各回 10枚（一会員４枚まで）
＊３歳未満入場不可
＊子ども料金は３歳～小学生。中学生以上は大人料金となります。
●解説付きアカデミックバージョン
　ナレーションを多くし、お子さまにも分かりやすく恐竜時代を解説！
　ナレーション：小栗旬（俳優）

だいすけお兄さんの世界迷作劇場
Ⅹ'mas スペシャルコンサート

12/21（火）14：00
全席指定　2,300 円
　（一般料金　3,300 円）

会場：新宿文化センター
　　　大ホール（東新宿）
枚数：20枚（一会員４枚まで）
＊１歳以上のお子さまよりチケットが必要です。
　１歳未満でもお席が必要な場合はチケットが必要です。
「だいすけお兄さんの世界迷作劇場」シリーズに登場したキャラクターと横山だいすけ
によるクリスマスコンサート。好評だった迷曲の数々はもちろん、パート 1・2・3 に
登場したキャスト達のスペシャルコラボレーションなど、ワクワクドキドキなステー
ジになること間違いなし！歌って踊って楽しいクリスマスを一緒に過ごしましょう。

日本で唯一の３６０°回転劇場で時空を超えて恐竜の時代にタイムトリップ！

DINO-A-LIVE PREMIUM　TIME DIVER
2021 MESOZOIC ODYSSEY 中生代への旅

1/23（日） ❶12：30　❷15：30 
全席指定　  2,500 円
　　（一般料金　4,000 円）

会場：サンシティホール
　　　（南越谷・新越谷）
枚数：各回 10枚（一会員２枚まで）
＊３歳以上有料（３歳未満の入場不可）
夢の競演が実現しました。その名も「ものまねワンダーランド」
出演者：神奈月　松村邦洋　古賀シュウ　ほいけんた　みかん
　　　　アイデンティティ　小出真保　むらせ
　　　　※都合により出演者が一部変更になる場合がございます。

ものまねワンダーランド
おもしろネタ満載でやんすＷＷＷ

テレビ、ライブ等で活躍中の、ものまねスターたちがここに集結！

1/5（水）17：00
Ｓ席指定　6,500 円
　（一般料金　8,900 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４枚まで）
＊３歳以下入場不可　＊チケットは公演日の２週間前頃の発送となります。
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！
ナビゲーター＆ゲストピアニスト：清塚信也
指揮：栗田博文
管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団
※上演時間：２時間２０分予定（休憩１回あり）

Presentation made under license from Disney Concerts 
© Disney All right reserved

桂文枝　新春特撰落語会２０２２

1/10（月・祝）15：30
全席指定　4,000 円
　（一般料金　5,500 円）

会場：有楽町朝日ホール（有楽町）

枚数：８枚（一会員２枚まで）

＊未就学児入場不可

出演者：桂文枝

かめあり亭 第５９弾

1/3（月）13：30
全席指定　2,400 円
　（一般料金　3,800 円）

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）

＊未就学児入場不可

出演：五街道雲助　瀧川鯉昇　古今亭菊之丞　桂宮治
　　　春風亭一花　宮田陽・昇 
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舟木一夫コンサート
芸能生活６０周年記念コンサート２０２２

サンダーバード５５周年シネマコンサート
～世界の人の命を守る科学と勇気の物語～

40th Anniversary
稲垣潤一コンサート２０２２

1/9（日） ❶15：00　❷19：00
Ｓ席指定　6,000 円
　（一般料金　8,000 円）

会場：東京オペラシティ
　　　コンサートホール（初台）
枚数：各回 10枚（一会員２枚まで）
＊未就学児入場不可
日本での放送開始から５５周年。愛される「サンダーバード」は『敵
を倒す』ではなく、『人を救う』ヒーローの物語。迫力の映像と共に、
圧巻のサンダーバードサウンドをお届けします。

1/22（土）18：00
全席指定　5,100 円
　（一般料金　6,800 円）

会場：川口リリア（川口）

枚数：10枚（一会員２枚まで）

和製シティ・ポップスの代表格「ドラマティック・レイン」
などのヒット曲から最新の楽曲まで、時間旅行をお楽しみく
ださい。ドラムを叩きながら歌う゛叩き語り゛も見逃せない！

鈴木康博 LIVE 2022 おかげさまで５０年＋２

高嶋ちさ子 with Super Cellists
アドベンチャー映画の金字塔をフルオーケストラの生演奏と巨大スクリーンで！

「インディ・ジョーンズ」in コンサート
レイダース/失われたアーク《聖櫃》

１９７０年オフコースデビュー５０周年記念ライブ

1/22（土）14：00
全席指定　4,300 円
　（一般料金　5,800 円）

会場：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：10枚（一会員２枚まで）
＊未就学児入場不可
＊チケットは公演日の１カ月前頃の発送となります。
＊バルコニー席の場合、公演の見づらい場合、聞きづらい場合がござ
　います。予めご了承のうえお買い求めください。

1/8（土）17：30
Ｓ席指定　7,400 円
　（一般料金　9,900 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）
＊５歳未満入場不可　＊チケットは公演日の２週間前頃の発送となります。
指揮：栗田博文
管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団
※英語上映・日本語字幕あり
※上映時間・・・約２時間３５分予定（休憩２０分含む）

Ⓒ1981 Lucasfilm Ltd. Presentation licensed by 
Bantha Music c/o Walt Disney Music Company.
ⒸAll Rights Reserved.

1/19（水）13：00
全席指定　4,000 円
　（一般料金　10,000 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）
＊未就学児入場不可
昭和３８年のデビューから半世紀、歌手として、俳優として第一線で活躍し続け
ている舟木一夫。悔いなき歌謡人生の６０年の集大成を披露するコンサートで
す。いつまでもコンサート会場は誰もが「高校三年生」に戻れる「学園広場」です。
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

1/15（土）16：30
全席指定　5,200 円
　（一般料金　7,500 円）

会場：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：10枚（一会員２枚まで）
１９７０年デビュー（この時の表記は「ジ・オフ・コース」）以来走り続けて５０年！鈴木
康博が今まで応援してくれたファン、共に歩んでくれたミュージシャン、皆さんに感謝の
気持ちを込めて１日限りの思い切り楽しめるライブを開催します。ご期待ください！！
出演：杉田次郎　白鳥英美子　松尾一彦（元オフコース）　岡崎倫典　細井豊　
　　　瀬川信二　ほか

＊新型コロナウイルス感染拡大防止のため急きょ、中止・延
　期になる場合がございます。また、公演中止の場合を除き、
　体調不良等でもキャンセル不可の公演もあります。ご了承・
　ご検討の上、お申し込みください。
＊　　 販売公演にて、新型コロナウィルス感染が発生した
　際は、購入者やその家族への影響を考慮し、購入者情報を
　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、
　感染状況が改善した際は主催者側が売止席の追加販売をす
　る場合があります。（　　 では追加販売はいたしません）
＊ご来場にあたり各公演公式ホームページにて最新情報をご
　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。                          

1/12（水）19：00
Ｓ席指定　7,000 円
　（一般料金　9,500 円）

会場：サントリーホール
　　　（六本木一丁目・溜池山王）
枚数：10枚（一会員２枚まで）
１９９０年ショパンコンクール入賞から３０年、３０年前のデビューコンサートと
同じサントリーホールで、やはり同じショパンのコンチェルト２曲にさらに「アン
ダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ」をプラスした今回のプログラム。
大友直人指揮東京都交響楽団との共演で横山幸雄の「今」をお聴きください！

デビュー３０周年スペシャルコンサート

横山幸雄 ショパン“ピアノ協奏曲”を弾く



－１０－

商 品

料 金

申込口数

商品発送

（Ａ）（Ｂ）合わせて一会員２口まで

笹かまぼこ詰め合わせ
商品内容
（Ａ）１１枚　　笹かまぼこ７枚（吉次３枚・石持４枚）・チーズ笹かまぼこ蔵王４枚
（Ｂ）１８枚　　笹かまぼこ７枚（吉次４枚・石持３枚）・チーズ笹かまぼこ蔵王３枚
　　　　　　    揚げかまぼこ８枚（たかまさ・五目・海老・貝柱、各２枚）
㊟賞味期限：笹かまぼこ・揚げかま：出荷日＋７日　＊クール便にて配達します

１２月２３日（木）～２５日（土）の予定となります
上記日程のお受け取りができるかご確認の上、お申込みください。

支 払 い

申込方法

１２月３日（金）頃に郵送する払込み票にて、到着後１週間以内にお支払いください。
１１月２５日（木）午後５時必着　※締め切り後のキャンセル、変更はできません。締 切

（Ａ）２,２００円（一般料金３,００９円）
（Ｂ）３,０００円（一般料金４,０１９円）

（Ａ）（Ｂ）とも送料・税込

ハガキ／ＦＡＸ／ホームページに①～⑤を明記の上、お申込みください。
①味の宅配便「笹かまぼこ」　②会員番号　③会員氏名・日中連絡のとれる電話番号　
④送り先（本人は自宅か勤務先、本人以外は、郵便番号・住所・氏名・電話番号）　
⑤送り先ごとにＡ・Ｂの口数をご記入ください。

新鮮な魚貝類から作りだされる
本物の味を宮城県女川からお届けします。

「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
「ＳＭＴ特別団体鑑賞券」を発売します。
会員・ご家族の皆様でご利用ください。

１,１００円 ４００枚
令和４年５月３１日（火）まで
・ 一会員５枚まで
・ 申込期限　１１月２２日（月）午後５時必着
・ ハガキ／ＦＡＸ／ホームページにて会員番号・会員氏名・チケット名・電話番号・枚数・
　送付先（自宅または勤務先）を明記の上、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。
・申込期限後のキャンセル・枚数変更はできません。

当選者へは、１２月初旬にチケットとコンビニエンス払込票を郵送します。
代金は、チケット到着後 1週間以内にお支払いください。

〇 チケット１枚につき、１作品の鑑賞ができます。
〇 各種割引との併用はできません。
〇 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。
〇 大人、小人共通です。
〇 施設によって休業日や開館情報が違います。ご確認の上、ご利用ください。
〇 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、新宿ピカデリー、丸の内ピカデリー、神戸国際松竹、東劇

《笹かまぼこ》 味の宅配便 ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X

Ａ Ｂ

販売価格

利用期間

申込方法

発送・支払

そ の 他

募集枚数

映画鑑賞券「ＳＭＴ特別団体観賞券」 ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X
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