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２０２２年

1月1日現在
事業所数
会 員 数

4,049
11,050

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　第四土曜日：午前９時～午後４時
　　　　　　https://www.yuu.or.jp/　※２月の土曜営業は、２６日（午前９時～午後４時）です。

2月10日発行

２月号

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。

【 】
【 】

【 】
【 】
【 】

窓口販売
ハガキ申込

FAX申込
電話申込
ホームページ申込

販売枚数

利用期間

申込方法

発 送

そ の 他

令和４年９月３０日（金）まで　　※期限内にご利用ください。
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（サンシャイン水族館）、
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。

サンシャイン水族館  前売券  発売！ ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X

☆チケット発送は３月末予定
「都会の真ん中、地上４０ｍに位置する “天空のオアシス”」
～空と光と水と緑に満ちた非日常空間＝“天空のオアシス” を基本コンセプトに透明で潤いのある水中空間
が広がり多種多様な生き物たちの愛らしさや美しさを感じられるサンシャイン水族館～大人もこどもも楽
しめます。都会の真ん中のオアシスで楽しい１日を過ごしてはいかがでしょうか。

販売価格
（税込）

申込期限

大人　　　　　　　１,８００円（一般価格　２,４００円～）
こども（小・中学生） ９００円（一般価格　１,２００円）
幼児（４歳以上）　 　 ５００円（一般価格　　 ７００円） 　＊4歳未満は無料
一会員５枚まで　※募集枚数２００枚（予定）。申込多数の場合は抽選。
２月２８日（月）午後５時必着
当選された方には、3月末予定でチケットを郵送いたします。代金はチケットに同封のコンビニ
エンス払込票にて到着後１週間以内にお支払いください。
●サンシャイン水族館では入場人数制限を実施しています。　　で購入の前売券に加え
　「日時指定ＷＥＢ整理券」が必要となる場合があります。（入場者数が上限に達しない
　場合は不要ですが、確実にご入場したい方は事前にご予約ください。）
●申込期限後のキャンセル・枚数変更はできません。チケット送付後の紛失等による再
　発行もできません。
●チケットの転売・譲渡は厳禁です。　●抽選の場合でも落選者へ通知はいたしません。



－２－

ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X

ゆう
窓口2021～ スキーリフト券を販売中

【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券を販売しています。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：３月１８日（金）まで
○ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ：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（予定）　４月 3日（日）まで

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（予定）　３月２７日（日）まで

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（予定）　３月２７日（日）まで

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）　３月２７日（日）まで

リフト 1日券

リフト２日券

大人（中学生以上）
シニア（６０歳以上）
ジュニア（小学生）

大人（中学生以上）
シニア（６０歳以上）
ジュニア（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（保護者同伴）

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）

新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢　　　０２５－７８４－３３２６
利用期間（予定）　３月２１日（月・祝）まで

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）

３歳～未就学児はキッズ１日券
３歳未満は無料（保護者同伴）



－３－

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。
● お一人の会員証で一施設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）　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）　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　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）　３月２７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　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　３月２１日（月・祝）まで
５,０００円（６,１００円相当）
４,５００円（５,６００円相当）　※中高生は学生証提示で学割料金あり。
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歳以上要証明書）
　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、現地の大人・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）　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）　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。

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：３月２７日（日）まで　
　　　　　　　　小海 ：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　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）



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。お申し込みから受取りまで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。

レストラン 券　種　・　料　金 詳　細

－４－

Ｆｒｏｍゆう
１月号

Ｆｒｏｍゆう
１月号

平日　　３,３００円（通常5,200 円）

大人
　平日　　２,８００円（通常4,480 円）
　土日祝　３,６００円（通常4,980 円）
小学生　　１,１００円（通常2,500 円）
幼児　　　　 ５００円（通常1,000 円）

ランチ
ビュッフェヒルトン東京お台場

「シースケープ テラス・ダイニング」

利用期間　3月３１日まで

ダイナー
１ドル銀貨

パンケーキセット
（平日限定）

土日祝　４,３００円（通常6,500 円）

平日　　４,６００円（通常7,000 円）

土日祝　５,０００円（通常7,500 円）

横浜ベイホテル
東急

利用期間
３月３１日まで

《カフェ  トスカ》

《クイーン・アリス》

帝国ホテル（本館１階）
「オールデイダイニング　　　　　　　
　　　　　　　パークサイドダイナー」

利用期間　３月３１日まで

カレーランチ
セット（平日限定）

Ｆｒｏｍゆう
１月号

ランチ
ブッフェ

ディナー
ビュッフェ

ディナー
ブッフェ

ランチ コース

ディナー コース

ダイナーセット

３,９００円（通常5,400 円）

７,６００円（通常10,200 円）

２,６００円（通常3,960 円）

１,７００円（通常2,970 円）

４,８００円（通常6,050 円）

【販売中】東武動物公園１日フリーパス ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X

ゆう
窓口電 話

ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X

ゆう
窓口電 話

料 金
利用期間

販売枚数

料 金
利用期間

販売枚数

【販売中】東京ドームシティ「得 10チケット」

令和４年３月３１日（木）まで

令和４年３月３１日（木）まで

１枚　１,６００円（大人・小人共通）　※３歳未満無料

１冊　２,５００円（大人・小人共通）

一会員　年度内２０枚まで　　※１回の購入は１０枚まで　完売をもって販売終了

一会員　年度内１０冊まで

大人
　平日　　４,２００円（通常6,680 円）
　土日祝　５,３００円（通常7,280 円）
小学生　　２,０００円（通常3,200 円）
幼児　　　　 ７００円（通常1,500 円）

食事チケットご案内中です 申込予約等は、　　　１月号をご覧の上確認してください。

Ｆｒｏｍゆう１月号でお知らせした「ふるさと祭り東京２０２２ in 東京ドームシティ」は開催
中止となりました。そ の 他

※チケットは「　　 」へ申し込み（電話不可）。
※ホテルへの予約は不要ですが、営業状況等は
　事前にホテルへご確認ください。



－５－

《広告》ゆう指定店　株式会社 孝行舎

映画鑑賞券「ＴＯＨＯシネマズパスポートチケット」（後期分）を販売中！ ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X

ゆう
窓口電 話

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　完売をもって販売終了
利用期間
販売枚数

各施設の営業時間等をご確認の上、ご利用ください。

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

販売枚数
利用期間

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
　（通常料金：大人３,５７０円・小人２,２５０円・幼児１,６４０円）

●入場券申込後のキャンセル・枚数変更はできません。
●宿泊施設を割引料金でご利用希望の方は「利用ガイド　　２０２１」Ｐ２０の内容をご確認の上、
　直接「予約センター」へ申込みください。入場券が１泊１名２枚（２泊は１名３枚）必要となり
　ます。入場券だけでは宿泊できません。
●営業状況をご確認の上、お申込みください。

２０枚まで
 購入可能です！

（すでに１０枚購入された方も、
１０枚追加購入可能）



－６－

令和３年度中に７５歳になられた会員の皆様へ

●ＦＡＸ送付注意！！施設点検による停電のためＦＡＸが一時受信できません。
　ＦＡＸ不通日時：２月６日（日）午前８時から午後１時まで
●給付金の請求は６カ月以内に！
　　 では、会員の皆様に祝金《成人・結婚・出産・入学・還暦》、見舞金《入院・障害・
　住宅災害》、死亡弔慰金《家族・本人》などを給付します。
　○請求は本人請求です。加入日から３１日目以降に発生した給付事由について、６カ月
　　以内に請求してください。
　○７５歳以上の方は、入院見舞金・障害見舞金・本人死亡弔慰金の対象になりませんので
　　ご注意ください。
　○請求方法、添付書類など詳しい内容は、「利用ガイド　　２０２１」Ｐ６０～６３をご覧
　　ください。請求用紙はＰ６５をコピーしてご利用ください。
　○令和４年度小中学校入学祝金は、４月１日以降のご請求となります。お子様を家族登録
　　している会員には、４月中旬に通知します。登録がまだお済みでない方は、変更届
　　（８. その他）にてお子様の家族登録をしてください。
●３月末退会予定の方へ
　３月末に退職予定の方は「退会届」を３月中にご提出ください。退会手続きが３月末を過
　ぎますと退会届の提出日が退会日となり、４月以降も会費が発生しますので早めのご提出
　をお勧めします。（会費の日割計算はしません）　※日にちを遡っての退会はできません。
　　手続き方法
　　退会のお届けは「利用ガイド　　２０２１」Ｐ９１の「退会届」をご利用ください（白
　　紙に「退会届」として会員番号・氏名と退会日を記入でもＯＫ）。郵便またはＦＡＸで
　　お送りください。（ホームページからでも手続き可。）会員証は原則として、退会手続
　　き後、郵送もしくは窓口にて回収いたします。
なお、退会（退職）予定者の方は４月以降の遊園地、観劇コンサート、美術展等各種チケッ
　トをお持ちでもご利用できません。また、４月以降ご利用予定のお申込みもできませんの
　でご注意ください。申込後に退会（予定も含む）が確認された場合には販売・参加を取り
　消させていただきますのでご注意ください。
◎令和４年度予算および事業計画は、２月中に理事会の決議を経て、評議員会の承認を受ける
　　予定です。

○ 「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、提出していな
　 い方は、確認書に記入の上、至急ご提出ください。
○ 長寿記念品のご案内
　 令和３年４月１日～令和４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。

Information

【予告】来月号（３月号）に４月から利用できる
「利用補助券セット２０２２」が同封されます。

※再発行はできません。ご注意ください。



－７－

スポーツクラブ利用券　販売中！追加購入ＯＫ！

申込期間
販売枚数
利用料金

申込方法

施 設 名

そ の 他

○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　［残数僅少］
○セントラルウェルネスクラブ西新井　［完売］
○セントラルフィットネスクラブ竹の塚　［残数僅少］
○朝日スポーツクラブ〔BIG-S 竹の塚〕
　（上記５施設の利用券については、令和４年５月３１日まで利用期限が延長されました）
○ゴールドジム北千住東京（利用期限延長はありません。令和4年 3月 31日までです）

一　枚　６００円　（ただし西新井７００円、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。

一会員　各施設１０枚まで（年度内）

ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X

ゆう
窓口

申込日時によっては一部完売となっている場合もあります

①すでに５枚購入された会員の方も、さらに５枚追加購入できます。
②利用期限が延長されました。（ゴールドジム北千住東京を除く）

●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。
●施設の詳細は「利用ガイド　　２０２１」Ｐ５２をご覧ください。（営業状況・時間等は各施設
　に確認の上、ご利用ください。）

令和４年３月３１日まで　※それぞれ完売をもって終了

（注）すべて予定枚数の完売をもって販売終了となります。
☆☆ 「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

カード・商品券・回数券　好評販売中！！
郵送の場合は代金引換郵便になります。商品をお届けの際、商品と引き換えに商品代金と代金引換手数料を
お支払いいただきます。詳しくは「利用ガイド　　２０２１」P６をご覧ください。

種　　類 一般価格 販売価格 年度内購入制限

2,000 円（210円 ×10枚＋100円 ×１枚）はるかぜ回数券（新日本観光自動車のみ）

足立区内公衆浴場入浴回数券
（有効期限 : 令和４年 6月３０日）

足立区内共通商品券
クオカード「５,０００円券」

図書カードＮＥＸＴ
ジェフグルメカード

5,000 円（500円 ×10枚）

5,000 円

3,000 円

5,280 円（480円 ×11枚）

3,000 円（500円 ×6枚）

４,５００円
４,７００円
１,８００円
２,７００円

４,１００円

２,７００円

１０セット
１０枚
１０冊
１０枚

６冊

１０セット

ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X

ゆう
窓口電 話

※ご購入後のキャンセル・払い戻しはできません。入浴回数券は有効期限内にお使いください。



－８－
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ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X観劇・コンサート

『メリー・ポピンズ』
石田組ツアー2022/2023

硬派弦楽アンサンブル「石田組」

『広島ジャンゴ 2022』レビュー 春のおどり
ＯＳＫ日本歌劇団創立１００周年記念公演

3/27（日）　11：30
Ｓ席指定　7,200 円
　（一般料金　9,500 円）
　　　＊カレー引換券付

会場：新橋演舞場（東銀座）

枚数：10枚（一会員２枚まで）
※ご来場者様にカレーをプレゼントいたします。

１００年のその先の未来へと感動を紡ぐ、渾身のレビューをお楽
しみください！
出演：楊琳　舞美りら　千咲えみ　ほか　ＯＳＫ日本歌劇団 

4/10（日）13：30
Ｓ席指定　11,000 円〔定価販売〕
  　（一般料金　11,000 円）

会場：Bunkamura
　　　シアターコクーン（渋谷）
枚数：6枚（一会員２枚まで）
＊未就学児入場不可

蓬莱竜太が満を持してシアターコクーンに初登場！
天海祐希 × 鈴木亮平のダブル主演で贈るのは、広島弁満載、異色の
“ニュー”ウエスタン活劇！？
出演：天海祐希　鈴木亮平／仲村トオル　ほか

－１０－

劇団四季 ディズニーミュージカル

『 ア ラ ジ ン 』
5/1（日）13：00

　　　　　　　　※子どもは公演当日３歳以上小学６年生以下　※２歳以下入場不可（膝上観劇不可）

会場：大同生命ミュージカルシアター　電通四季劇場［海］（汐留）
枚数：50枚（一会員 4枚まで）
「自由」と「未来」を求める青年と王女、そして魔人。神秘と魅惑の都・アグラバーで、
「魔法のランプ」が、三人の運命を引き寄せる。「ホール・ニュー・ワールド（新しい世界へ）」
自由を求め、大いなる希望を胸に、未来へと向かうアラジンの物語。是非、ご鑑賞ください！
＊ファミリーゾーンへのご案内となります。
＊新型コロナウイルス感染症流行に伴い、当日体調不良の場合に限りキャンセルを受け付けますが、
　その場合でも一般料金の２０％のキャンセル料が発生します。ご了承の上、お申込みください。
＊チケットの発送は３／１４以降となります。当選された方には先に書面にて通知いたします。

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
にお送りください）
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。
２月２４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３／７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

TicketTicketTicketTick
et

Ｓ席指定　大人　　9,800 円（一般料金　13,200 円）
Ｓ席指定　子ども　4,800 円（一般料金　  6,600 円）

ロマンス、冒険、
コメディ、そし
て鳴り止まない
喝采。感動のす
べてが詰まった
ミュージカル超
大作！

イメージ

ミュージカル

❶4/12（火）13：00　❷4/17（日）12：30
Ｓ席指定　❶  9,500 円
　　　　❷10,500 円
　　　（一般料金　14,000 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）
たくさんの魔法が仕掛けられた舞台セットに、つい
口づさみたくなる♪「チム・チム・チェリー」「スーパーカリフラジリスティッ
クエクスピアリドーシャス」などの名曲、そして圧巻のダンスシーン…
出演：メリー・ポピンズ  濱田めぐみ／笹本玲奈（Ｗキャスト）
　　　バート 大貫勇輔／小野田龍之介（Ｗキャスト）ほか

4/9（土）14：00
全席指定　3,700 円
　（一般料金　5,000 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
石田泰尚プロデュース スーパー・ストリングス・ユニット
神奈川フィルハーモニー管弦楽団 主席ソロ・コンサートマスター
の石田が率いる男だけの精鋭アンサンブル「石田組」
※予定曲目は会館ＨＰをご覧ください。

COCOON PRODUCTION 2022



ベイビーブー コンサート2022
20th Anniversary

阿木燿子プロデュース
宇崎竜童コンサート～風のオマージュ～

ギルバート・オサリバン Japan Tour 2022
Just Gilbert～ジャスト ギルバート～

演歌の夢まつり 2022 東京公演
八神純子 LIVE キミの街へ
～for all living things～

いのうえ歌舞伎『神州無頼街』

令和にっぽん！

4/7（木）18：00
全席指定　6,600 円
　（一般料金　8,800 円）

会場：東京国際フォーラム
　　　ホールＣ（有楽町）

枚数：20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２週間前頃の発送となります。

－１１－

5/21（土）17：30
Ｓ席指定　12,000 円
　 （一般料金　14,800 円）

会場：東京建物Brillia HALL
　　　　　　　　　　 （池袋）
枚数：8枚（一会員２枚まで）
２０２２年、ついに“ヤツら”がやってくる！歌と踊りと立ち回りで彩る、幕末伝奇
時代劇！歌あり踊りあり立ち回りありの、王道“いのうえ歌舞伎”最新作となります。
作：中島かずき　演出：いのうえひでのり　
出演：福士蒼汰　松雪泰子　高嶋政宏／粟根まこと　木村了
　　　清水葉月／宮野真守　ほか

4/7（木） ❶12：30　❷17：00
Ｓ席指定　5,200 円
  （一般料金　12,000 円）
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２枚まで）
＊未就学児入場不可
東京国際フォーラムにて豪華演歌歌手の競演がここに実現。1日限りの夢の祭典。
ヒット曲を初め、圧巻のステージをお見逃しなく！
出演：五木ひろし　坂本冬美　市川由紀乃　竹島宏　丘みどり　三山ひろし
　　　松阪ゆうき　みちのく娘 ! 　東京力車　望月琉叶
　　　※出演者は変更となる場合がございます。

4/14（木）18：30
全席指定　4,700 円
　（一般料金　6,300 円）

会場：なかのＺＥＲＯ 大ホール（中野）
枚数：10枚（一会員２枚まで）
＊未就学児入場不可

八神純子といえば「みずいろの雨」、「パープルタウン」。でももし、あなたが今の八神
純子を知らないなら、もったいないとしか言いようがない。２０枚目のオリジナルア
ルバム「ＴＥＲＲＡ～ here we will stay」に収めたバラエティに富んだ曲たち。そ
して「ザ・ベストテン」当時とキーもアレンジも変えずに歌うヒット曲。懐かしさに
目を閉じ、リズムに身体を委ね、時には新しい曲で泣いて…。

4/16（土）14：00
全席指定　3,700 円
　（一般料金　5,000 円）

会場：ティアラこうとう（住吉）
枚数：10枚（一会員２枚まで）
＊２歳以下膝上１名まで無料（座席が必要な場合有料）。
　３歳以上はチケットが必要。
「声」だけで魅せる唯一無二の実力派コーラス・エンターテイメントグループ。
オリジナル曲「花が咲く日は」が歌声喫茶ともしびで話題になり、同曲をタイ
トルにアルバムをリリース。師匠ボニージャックスと共に小田原童謡大使に任
命され、名曲を歌い継ぐ正統派コーラスグループとして活動している。　

4/23（土）18：00
Ｓ席指定　6,300 円
　（一般料金　8,500 円）

会場：新宿文化センター
　　　大ホール（東新宿）
枚数：10枚（一会員２枚まで）
＊未就学児入場不可
アイルランド生まれのUKポップレジェンド
日本初となる " 聴かせる " ホールツアーが開催決定！
出演：Gilbert O'Sullivan(Vo& Key), Bill Shanley(Gt)

＊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
　ときは、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。                  

photo 鋤田正義

Ｎ響ゴールデン・クラシック 2022（振替公演）

２０２２年劇団☆新感線４２周年興行 春公演

5/3（火・祝）15：30
Ｓ席指定　5,800 円
　（一般料金　7,800 円）
会場：東京文化会館 大ホール（上野） 
枚数：8枚（一会員２枚まで）
＊未就学児入場不可
ゴールデンウィークは、新緑あふれる上野で極上の演奏を
楽しもう。
出演：高関健（指揮） 周防亮介（ヴァイオリン） NHK交響楽団（管弦楽）
曲目：チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲ニ長調 op.35
　　　チャイコフスキー 交響曲第 5番 ホ短調 op.64
※都合により、出演者・曲目が変更となる場合がございます。
　２０２１年５月３日公演の振替公演となります。
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