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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

4,067
11,078

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。
　　　　　　「北千住駅」下車　「あだち産業センター」２階
　　　　　　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」
　　　　　　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。
　　　　　　０３－６８１２－０８７１【営業時間】平日：午前９時～午後５時
　　　　　　https://www.yuu.or.jp/　※１２月の土曜営業は、１８日 第３土曜日（午前９時～午後４時）です。

チケット

そ の 他

12月10日発行

12月号

１枚　１,６００円　[ 大人・小人共通３歳以上 ]　一会員１回１０枚　年度内２０枚まで
　（一般料金：大人５,１００円・中高生４,８００円・小学生以下・シニア３,８００円）

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。

東武動物公園フリーパス（有効期限：令和４年３月３１日（木）まで）

ウィンターイルミネーション 令和４年２月１３日（日）まで　午後５時～午後８時
（１月１０日までは毎日開催。１月１１日～２月１３日は土日祝のみ開催）

１冊　２,５００円　[ 大人・小人共通 ]　一会員１０冊まで（年度内）
１冊に１０ポイントあり、アトラクションズワンデーパスポート（通常価格：大人４,２００円）
への引き換えや、その他の東京ドームシティ内施設で利用できます。

金 額

ウィンターイルミネーション 令和４年２月２８日（月）まで　午後５時～午前０時そ の 他

東京ドームシティ「得１０チケット」（有効期限：令和４年３月３１日（木）まで）

冬のイルミネーション開催中！！ ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X

ゆう
窓口電 話

【 】
【 】

【 】
【 】
【 】

窓口販売
ハガキ申込

FAX申込
電話申込
ホームページ申込
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ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X

ゆう
窓口2021～ スキーリフト「シーズン券」の販売開始

【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）

５カ所のスキー場のリフトシーズン券を販売します。通常よりお得なチケットです。どうぞご利用ください。

スキーリフトシーズン券

○直接　　 窓口でご購入いただくか、ハガキ／ＦＡＸ／ホームページにて会員番号・会員氏名・
　スキー場名・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

販売期間

・営業期間は、天候等により変わる場合があります。施設ホームページ等でご確認の上、ご利用ください。
・チケット購入後のキャンセル・変更および再発行はいたしません。そ の 他

○　　 窓口：令和４年３月１８日（金）まで
○ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ：令和４年３月１１日（金）午後５時必着

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

舞子スノーリゾート

リフト
１ｄａｙパス

大人
中高生・シニア（５５歳以上）
小学生

３,２００円（一般料金５,０００円）
２,９００円（一般料金４,５００円）
２,０００円（一般料金３,０００円）未就学児は無料（保護者同伴）

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

リフト 1日券
大人
中高生・シニア（５５歳以上）
小学生

３,３００円（一般料金４,５００円）
２,５００円（一般料金３,５００円）
１,５００円（一般料金２,５００円）未就学児は無料（保護者同伴）

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
大人
中高生・シニア（５５歳以上）
小学生

２,８００円（一般料金４,０００円）
２,３００円（一般料金３,１００円）
１,２００円（一般料金２,０００円）未就学児は無料（保護者同伴）

石打丸山スキー場 新潟県南魚沼市石打　　　　　　０２５－７８３－２２２２
利用期間（予定）　１２月２５日（土）～令和４年３月２７日（日）

リフト 1日券

リフト２日券

大人券（中学生以上）
シニア券（６０歳以上）
ジュニア券（小学生）

大人券（中学生以上）
シニア券（６０歳以上）
ジュニア券（小学生）

４,３００円（一般料金５,４００円）
３,８００円（一般料金４,６００円）
２,８００円（一般料金３,６００円）

４歳～未就学児はキッズ１日券
４歳未満は無料（保護者同乗）

８,２００円（一般料金９,８００円）
７,１００円（一般料金８,３００円）
５,２００円（一般料金６,４００円）

４歳～未就学児はキッズ１日券
４歳未満は無料（保護者同伴）

湯沢高原スキー場
（新規指定施設）

新潟県南魚沼市湯沢町湯沢　　　０２５－７８４－３３２６
利用期間（予定）　１２月２５日（土）～令和４年３月２１日（月・祝）

リフト 1日券
大人（中学生以上）
シニア（５５歳以上）
子ども（小学生）

４,０００円（一般料金４,８００円）
３,５００円（一般料金４,３００円）
２,６００円（一般料金３,４００円）

４歳～未就学児はキッズ１日券
４歳未満は無料（保護者同乗）
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とくてん会員証の提示により優待料金で利用できます
● 利用方法の詳細は各スキー場にお問い合わせください。
● お一人の会員証で５名まで利用できます。
● 開設期間及び営業時間は、天候等により変わる場合があります。施設に確認の上、ご利用をお願いします。

リフト 1日券
（ゴンドラ利用可）

＋
食事券

（１,２００円分）

丸沼高原スキー場 群馬県利根郡片品村東小川　　　　　　０２７８－５８－２２１１
利用期間（予定）　令和４年５月８日（日）まで

アクセス

つがいけマウンテンリゾート
（栂池高原スキー場）

長野県北安曇郡小谷村栂池高原　　　　０２６１－８３－２２５５
利用期間（予定）　令和４年５月８日（日）まで

ゴンドラ
＆

リフト 1日券

アクセス

●下記優待適用期間　１２月１８日（土）～令和４年３月１３日（日）
　大人（中学生以上）　４,５００円（一般料金５,５００円）
　小児（小学生）　　　２,８００円（一般料金３,３００円）

北陸新幹線「長野駅」より特急バスで約８０分　　　 白馬直通バス（新宿→白馬→栂池高原）
関越自動車道→上信越自動車道　長野ＩＣよりオリンピック道路経由約７０分

白馬岩岳スノーフィールド 長野県北安曇郡白馬村北城　　　　　　０２６１－７２－２４７４
利用期間（予定）　令和４年３月２７日（日）まで予定

ゴンドラ
＆

リフト 1日券

アクセス

●下記優待適用期間　１２月２５日（土）～令和４年３月１３日（日）
　大人（中学生以上）　３,８００円（一般料金４,６００円）
　小児（小学生）　　　２,３００円（一般料金２,８００円）

北陸新幹線「長野駅」より特急バスで約６０分　　　 白馬直通バス（新宿→白馬→岩岳）
関越自動車道→上信越自動車道　長野ＩＣよりオリンピック道路経由約７０分

●スキーパック特別割引　トップシーズン　１２月１８日（土）～令和４年３月２１日（月・祝）
５,０００円（６,１００円相当）　※中高生は学生証提示で学割料金あり。
４,５００円（５,６００円相当）　※要年齢証明書
２,３００円（３,４００円相当）　※未就学児童はリフト乗車無料（保護者同伴）

　大　人（１８歳以上）
　シニア（５５歳以上）
　小学生
・　　 窓口に、会員証提示と同額の優待パック（レンタル割引付き）券があります。ご利用下さい。
・３／２２から、大人・シニア料金はさらに６００円引き。

軽井沢スノーパーク 群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢　　　　０２７９－８４－１２２７
利用期間（予定）　１２月１８日（土）～令和４年３月２７日（日）まで

リフト 1日券

アクセス

大　人（中学生以上）　　　　　　　　　　　　　　　　３,２００円（一般料金３,７００円）
子ども（４歳～小学生）・シニア（６０歳以上要証明書）２,２００円（一般料金２,７００円）
※リフト券でジェットチュービングはご利用できません。別途チュービング乗車券が必要です。

北陸新幹線　軽井沢駅より　無料シャトルバス約４０分（前日１７時まで要予約）
上信越自動車道　碓氷軽井沢ＩＣより国道１４６号経由約４５分

会津高原 たかつえスキー場 福島県南会津郡南会津町高杖原　　　　０２４１－７８－２２２０
利用期間（予定）　令和４年３月２７日（日）まで

リフト 1日券

アクセス

大　人（中学生以上）　　　　　３,５００円（一般料金４,５００円）
子ども（５歳～小学生）　　　　２,６００円（一般料金３,４００円）
シニア（６０歳以上要証明書）　２,９００円（一般料金３,７００円）

会津鉄道・野岩鉄道「会津高原尾瀬口駅」よりバスで約３０分
東北自動車道・西那須野塩原ＩＣより約９０分

大人　　　　　　　　平日　　２,５００円（一般料金３,５００円）　土日祝　３,０００円（一般料金４,０００円）
子ども（小・中学生）・マスター（５０～５９歳）
　　　　　　　　　　平日　　１,５００円（一般料金２,５００円）　土日祝　２,０００円（一般料金３,０００円）
※キッズ（小学生未満）は現地チケットと同価格となります。シニア（６０歳以上）は、子ども・マスター優待料
金と同価格となります。　※年末年始（１２／２９～１／３）は土日祝日料金となります。

シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳
小海リエックス・スキーバレー

長野県南佐久郡川上村御所平　　　　　０２６７－９１－１００１
長野県南佐久郡小海町豊里５９０７　　０２６７－９３－２５３７
利用期間（予定）　シャトレーゼ：令和４年３月２７日（日）まで　
　　　　　　　　小海 ：令和４年４月３日（日）まで

リフト 1日券

アクセス
シャトレーゼ八ヶ岳：ＪＲ小海線「野辺山駅」よりタクシー約５分
小海リエックス　　：ＪＲ小海線「小海駅」よりタクシー約２０分
シャトレーゼ八ヶ岳：中央自動車道路　長坂ＩＣより約２５分
小海リエックス　　：中部横断自動車道　八千穂高原ＩＣより約１８分

関越自動車道　沼田ＩＣより国道１２０号を日光方面へ約５０分
（駐車場平日無料・場内駐車場は土・日・休日・特定日有料　一般車￥１,０００）
※鎌田からの路線バスは無くなりました。　※新宿　　鎌田直行バス有（鎌田～スキー場送迎）
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Ｆｒｏｍゆう
１０月号

レストラン名 券　種　・　料　金 詳　細

ランチＡ

ランチＢ

ディナー

２,０００円

３,７００円

５,８００円

フレンチ《アンシャンテ》

《ラウンジ２１》

鉄板焼き《 一徹 》

Ｆｒｏｍゆう
１０月号

ランチ

３,８００円

２,０５０円

７,３００円

ランチブッフェ

ディナーブッフェ

平　日

土日祝日

平　日

土日祝日

大　人　３,６００円
小学生　２,３００円
幼　児　　 ５００円

大　人　４,５００円
小学生　２,９００円
幼　児　　 ６００円

大　人　５,４００円
小学生　３,６００円
幼　児　　 ８００円

大　人　６,３００円
小学生　４,２００円
幼　児　１,０００円

Ｆｒｏｍゆう
１０月号

銀座アスター昴「すばる」
東京スカイツリータウン 東京ソラマチ３１階

利用期間　１２月３１日まで

浅草ビューホテル
２６階スカイグリルブッフェ《 武藏 》

利用期間　１２月１７日まで
※大人は中学生以上、幼児は３歳以上

第一ホテル東京
利用期間

１２月３１日まで

ご案内中の食事チケットです。詳細は掲載号をご覧ください。

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（自宅または勤務先）、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。

映画鑑賞券「ＴＯＨＯシネマズパスポートチケット」（後期分）を発売中！

料 金

そ の 他

令和４年３月３１日（木）まで

１枚 １,２００円　大人・大学生・高校生以下共通券
（一般価格【大人】１,９００円  【大学生】１,５００円  【高校生以下】１,０００円）

一会員　後期分　５枚まで　予定枚数の完売をもって販売終了
直接　　 窓口でご購入いただくか、電話／ハガキ／ＦＡＸ／ホームページで、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、お申し込みください。

各施設の営業時間等をご確認の上、ご利用ください。

申込方法

利用期間

販売枚数

食事チケット ご案内中です

ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X

ゆう
窓口電 話
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会員拡大
キャンペーン

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４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！

現在、　　  に加入されている事業者で

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

１２月２４日（金）までに

※１２月２４日 午後５時までにお手続きの完了が必要です。

間も
なく
終了
！

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。
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をご覧ください。
○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） 利用期限 令和４年３月３１日（木）まで

ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X

ゆう
窓口

熱いお風呂が恋しい季節になりました！
足立公衆浴場組合に加入する公衆浴場の回数券を割安で販売しています。

４,１００円（４８０円 ×１１回分）【通常価格５,２８０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４年６月３０日です。
※「　　 窓口」以外のご注文は、代金引換郵便でのお届けとなるため、
　代引手数料がかかります。コンビニでのお支払いはできませんので、ご注意ください。

足立区内公衆浴場回数券 好評販売中！ ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X

ゆう
窓口電 話





－７－

《広告》ゆう指定店　株式会社 孝行舎

利用期間

販売枚数

申込方法

料 金

そ の 他

令和４年３月３１日（木）まで　※利用期間の延長はありません。
一会員　年間２０枚まで（完売をもって販売終了）
●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。

１枚　８００円【大人・小人・幼児共通】　※３歳以上有料
（一般料金：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）

✿注目情報✿ ２０枚まで購入可能！

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

　　　すでに１０枚購入された方も、
　　　さらに１０枚追加購入可能
※営業状況をご確認の上、お申込みください。
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「THREE QUIET DUETS」 ニューイヤー・ミュージカル・コンサート 2022
PARCO presents ウイリアム・フォーサイス

岩谷時子メモリアルコンサート
～ Forever～ Vol.4 五木ひろしコンサート２０２２

『SINGIN'IN THE RAIN ～雨に唄えば～』 『 hana ̶1970、コザが燃えた日̶』

2/16（水）13：00
全席指定　4,000 円
　（一般料金　7,700 円）
会場：サンシティホール
　　　（南越谷・新越谷）
枚数：10枚（一会員２枚まで）
＊未就学児入場不可
「五木ひろし」と改名し５０年の歳月が経過しました。そして今もなお、日本歌
謡界のトップランナーとして走り続けています。数々のヒット曲を初め、名曲の
中から厳選をした内容を予定しております。常に挑戦と継承を続けてきた五木
ひろし。皆様お待ちかねのコンサートがいよいよスタートします。お楽しみに。

第１８回ショパン国際ピアノ・コンクール２０２１
入賞者ガラ・コンサート

ミュージカル

❶2/9（水）18：15　❷2/12（土）12：30
Ｓ席指定　❶10,000 円
　　　   ❷11,000 円
　　　（一般料金　15,000 円）

会場：東急シアターオーブ
【渋谷ヒカリエ 11F】（渋谷）
枚数：各回 10枚（一会員２枚まで）
＊未就学児入場不可　＊生演奏／英語上演／日本語字幕あり
２０１７年、６万人を魅了した最高のエンタテイメントミュージカル『雨に唄えば』
が、１４トンのどしゃぶりの雨とアダム・クーパーとともに帰ってくる！

❶1/28（金）12：30
❷1/29（土）18：00
Ｓ席指定　7,000 円
　（一般料金　9,800 円）

会場：東京芸術劇場プレイハウス
　　　　　　　　　　　　（池袋）
枚数：各回 10枚（一会員２枚まで）
栗山民也×畑澤聖悟（こまつ座「母と暮せば」）と
松山ケンイチが初タッグ！
沖縄返還５０年目の２０２２年に返還直前の沖縄に生きる人々を描く

❶2/4（金）19：00　❷2/6（日）14：00
Ｓ席指定　9,000 円
　（一般料金　12,000 円）
会場：Bunkamura
　　　オーチャードホール（渋谷）
枚数：各回 8枚（一会員２枚まで）
＊未就学児入場不可
現代の舞踊史において欠かすことのできない存在である、振付家ウィリアム・フォー
サイス。今作は、これまでのフォーサイス作品と比較して、バレエやコンテンポラリー
ダンスのトレーニングを受けたダンサーだけではなく、ストリートダンス等をバック
グラウンドとするダンサーも含まれた、より今日的な作品です。バレエからコンテン
ポラリーダンスまで、あらゆる舞踊ファン必見です。

ＰＧＦ生命 ｐｒｅｓｅｎｔｓ

1/9（日）13：00
Ｓ席指定　9,000 円
　（一般料金　12,800 円）
会場：東急シアターオーブ
　　　【渋谷ヒカリエ 11F】（渋谷）
枚数：10枚（一会員２枚まで）
＊未就学児入場不可
お正月恒例！名曲と共に新年の幕開けを祝う、３日間だけの
スペシャルな新春ガラコンサート！
予定プログラム：『オペラ座の怪人』 『レ・ミゼラブル』 『王様と私』 『レント』 『ウエスト・サイド・
　　　　　　　 ストーリー』  『サウンド・オブ・ミュージック』 『アイーダ』 『ウィキッド』 ほか
出演：森崎ウィン、チョン・ナヨン　ほか  ※出演者と演奏曲目は変更になる場合がございます。

2/1（火）　❶14：30　❷18：30
全席指定　7,000 円
　（一般料金　10,000 円）
会場：LINE CUBE SHIBUYA
　　　【渋谷公会堂】（渋谷）
枚数：各回 10枚（一会員２枚まで）
＊未就学児入場不可
宝塚歌劇団のＯＧを中心にミュージカル俳優、女優と
して活躍をしている豪華出演者が集結！シャンソン、歌謡曲、ミュージカルナンバー
と岩谷時子ワールド満載のコンサートをお楽しみください。
出演：杜けあき　真琴つばさ　姿月あさと　凰稀かなめ　福井晶一　中川晃教
　　　LE VELVETS　綿引さやか

❶2/1（火）　18：00
❷2/2（水）　18：00
Ｓ席指定　9,000 円
　（一般料金　12,000 円）

会場：東京芸術劇場
　　　コンサートホール（池袋）
枚数：各回 10枚（一会員２枚まで）
＊未就学児入場不可
２０２１年コンクール入賞者が早くも来日！！
興奮さめやらぬ若き覇者達がショパンの作品を演奏します。

広瀬香美 WINTER CONCERT 2022
～ debut 30th anniversary ～

2/12（土）17：30
全席指定　5,700 円
　（一般料金　7,700 円）

会場：ティアラこうとう（住吉）
枚数：10枚（一会員２枚まで）
＊未就学児入場不可
広瀬香美　デビュー３０周年コンサート開催決定
冬の女王 広瀬香美が今年の冬も降臨します。この冬、ここでしか聞けないバン
ド演奏でオリジナルアレンジを再現。益々、成長し続けるハイト―ンな歌声で皆
様に元気をお届けします。
【予定曲目】ロマンスの神様、ゲレンデがとけるほど恋したい、promise

ⒸBill Cooper
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