
2017年5月1日現在　事業所数：1,660　会員数：4,625人

クラブツーリズムバスツアー（平成28年12月号掲載）
　うな重とイチゴの写真に惹かれ、三嶋大社と時之栖を巡る日帰りツアーに参加
しました。イルミネーションを楽しむため出発時間が遅めに設定してあり、集合
場所の都庁でコーヒーを飲んだりしてゆったり出発することができました。
　東名高速に入り市街地を抜け、バスの大きな窓全面の富士山にテンションも

上がります。昼食はこの富士
山の湧水で美味しさを増した
三島名物の鰻！脂っこくなく
ふっくらとした味わいで、年配の方も完食されていました。午後は歴史ある三
嶋大社を散策した後、伊豆フルーツパークでイチゴ狩り、沼津での買物に立ち
寄り、日が落ちてからは時之栖のイルミネーションを楽しみました。
　バスは乗っているだけで各地を回れるだけでなく、運転
者に気兼ねなく飲食できるのが良いですね。今回は車内に
化粧台トイレが付いていたので、いざという時にも安心で
した。 50代会員 E･K様より

ふれあい 6
会員とその家族のために
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最新の情報や旬の話題を満載したメルマガ登録はこちらから▶

写真はすべてイメージです。
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申込期間  　 6月6日（火）9:00～ （補助券の引き渡しは6月7日（水）9:00～）

申込方法  　 ☎03-3733-6107 または 窓口（FAX・メール不可）

提供枚数  　 2,000円補助券100枚　１会員2枚まで

補助対象  　 P.2～3掲載のバスツアー（指定日のみ）
※補助券は、一人１回の旅行につき１枚のみ利用することができます。
※ただし、会員とその家族以外の利用は補助対象外です。

利用方法  　 ① 勤労者共済に補助券を申込み、受け取ってください。
② 希望のバスツアーを選び、下記の近畿日本ツーリスト（蒲田営業所・イトーヨーカドー大森営業所）へ
　 予約の際に大田区勤労者共済会員であることを伝えてください。
③ 下記営業所へ「補助券」と「会員証」を持参のうえ、差額の旅行代金をお支払いください。

注意事項  　 ・予約申込と支払は、同一店舗でしかできません。
・一般のお客様と同乗のツアーにつき、勤労者共済スタッフの添乗はありません。
・既に申込みが済んでいるツアーには利用できません。
・下記の近畿日本ツーリスト 指定営業所以外で予約した場合は利用補助の適用は受けられません。

・蒲田営業所（JR蒲田駅西口）  ☎03-3739-6861  月～金10:30～18:30 、 土日祝10:30～18:00
・イトーヨーカドー大森営業所（イトーヨーカドー大森店3F）  ☎03-5767-1721 10:00～20:00

クラブツーリズム バスツアー補助券
先着
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※土・日・祝日発は各地を30分早く出発します

KF320-686 中　野（8：10発）　新　宿（8：40発） J24・28日　K5・e日
KF322-686 錦糸町（8：00発）　東　京（8：30発） J26日　K6・16日
KF323-686 蒲　田（7：50発）　大井町（8：20発） Jz日　K7日

KF325-686 五反田（7：40発）　目　黒（8：00発）
渋　谷（8：30発） K2日

KF330-686 上　野（7：50発）　新　宿（8：40発） Js・d・h・x日　K1・4日

コース番号

8１名 328名 =同行 fなし 
バス会社西東京観光バス同等

無印7,990円、○印8,990円、□印9,590円　※□印はトイレ付きバス
旅行代金（おひとり）7,990円～9,590円

日
帰
り

各地発＝笹一酒造（買い物）＝笛吹（バーベキューの昼食・フ
ルーツ狩り体験）＝ハーブ庭園（イベント盛りだくさん！　季
節の花観賞も）＝各地着（18：10～19：20予定） tyt 

8１名 328名 =同行 fなし
バス会社西東京観光バス同等

KF180-686 新　宿（8：00発）
Js・24・26・28・z日  
K3・8・10・q・e・14・

16・o日
KF183-686 錦糸町（7：30発） 東　京（8：00発） Jl日　K7・16日
KF185-686 蒲　田（7：30発） 大井町（8：00発） J25日　K6・14日
KF186-686 目　黒（7：30発） 渋　谷（8：00発） K5日

コース番号
9,490円～9,990円
無印9,490円、○印9,990円

旅行代金（おひとり）

日帰り チョコレートファウンテンやビーフ鉄板焼きなど約40種ランチビュッフェ
八ヶ岳の高原列車と明野ヒマワリ畑

清里高原でランチビュッフェ＆旬のブドウ狩り食べ放題

日
帰
り

各地発＝明野（ヒマワリ畑）＝清里ハイランドパーク（ランチビュッフェ・50分）＝野辺
山駅T（小海線乗車）T清里駅＝勝沼（ブドウ狩り食べ放題・30分）＝ワイナリー（見
学）＝各地着（18：20～19：00予定） tyt

※8月11・13日発は各地を30分早く出発します　※小海線は乗車区間が変更になる場合があります
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１名 9,590円
カブトムシ採集（イ

メージ）
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マスつかみ取り（イメージ）

山梨 大冒険バーベキューの
昼食・果物狩り
車内でアニメ上映も

日
帰
りわん ぱく

● カブトムシ採集(オス・メス１匹ずつ)・
虫かご＆エサ付き
● マスのつかみ取り１匹(塩焼きでご賞味♪)
●わくわくスイカ割り体験
●空クジなしのじゃんけん大会
●苔玉作り体験　●流しそうめん体験
● 昼食時に選べるサイドメニュー(カキ氷・
フライドポテト･フランクフルトから１品)　
● ヨーヨー釣り　●塗り絵　●クイズラリー

子供のお楽しみ

８月はブドウ1房狩り

● フルーツ狩り体験(７月は桃１個狩り・８月はブドウ１房狩り)
●バーベキューの昼食　●スイカのおやつ
●アイスキャンデー１本
●富士山麓のバナジウム天然水１本　●ひと口フルーツゼリー
●季節の花観賞(ヒマワリまたはコスモス)
●バス車内でお子様向けアニメを上映　●ウサギとふれあい

みんなのお楽しみ

バーベキュー 7月は桃1個狩り

（イメージ） （イメージ） （イメージ）

大人の
お楽しみ

●ワインの食前酒
●地酒の飲み比べ
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明野ヒマワリ畑（イメージ）
八ヶ岳の高原列車（イメージ・乗車
区間が変更となる場合があります）

フルーツ狩り体験(７月は桃１個狩り・８月はブドウ１房狩り)
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名産品をつかみ取り＆詰め放題･さらに旬の味覚を食べ放題！

◆旅行サービスの内容・発着時間等は平成29年4月1日を基準日としています　◆詳しい旅行内容
を記載した書面（パンフレット）をお送りしますので、事前にご確認のうえお申し込みください
※写真はすべてイメージですご

案
内

コース内
マークの
見方

条件：=（ツアーディレクター／添乗員）8（最少受付人員）3（最少催行人員）f（バスガ
イド）　交通：＝（バス）T（JR）S（JR以外の私鉄）R（水上交通）…（徒歩または自由行動）
食事：x（朝食）y（昼食）z（夕食）s（夜食）u（弁当）o（軽食）n（部屋食）t（食事なし）  

〒160-8308　東京都新宿区西新宿6-3-1新宿アイランドウイング
観光庁長官登録旅行業第1693号　

総合旅行業務取扱管理者　荒木 学　管理番号70124

旅行企画
・
実施

首都圏バス旅行センター

国内募集型企画旅行　ご旅行条件（要約）
お申し込みいただく前に必ずお読みください。
ご旅行条件につきましては、下記条件のほか、コースごとに記載されている
条件、ご旅行案内（パンフレット）、確定書面（旅のしおり）および当社旅行業
約款（募集型企画旅行契約の部）によります。
○旅行のお申し込みおよび契約の成立時期
（1）当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予

約の申し込みを承ります。
（2）歩行や視聴覚などがご不自由な方、動物アレルギーのある方、身体障

害者補助犬をお連れの方、その他特別な配慮を必要とする方は、お申し
込みの際に必ずお申し出ください。

（3）旅行代金のご入金は旅行開始日の21日前（日帰り旅行は11日前）まで
に全額をご入金ください。

（4）旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金または旅行代金全額
を受理したときに成立するものとします。「クレジットカード」の場合は、当
社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時点で成立します。

○旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊料金、食事代、観光入場
料金、添乗員同行コースの必要経費等。上記諸費用はお客様のご都合に
より、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
○お客様による旅行契約の解除・払い戻し
旅行契約成立後、お客様のご都合で契約を解除されるときは、次の金額の

取消料を申し受けます。

国内旅行　取消日区分
取消料（おひとり）

宿泊付き旅行 日帰り
旅行国内旅行

（バス旅行を除く）バス旅行

旅行開始日の
前日から起算
し て さ か の
ぼって

20日目～15日目 20% ― ―
14日目～11日目 20% 20% ―
10日目～8日目 20% 20% 20%
7日目～2日目 30%

旅行開始日の 前日 40%
当日の集合時間まで 50%

旅行開始後の取消または無連絡不参加 100%
※ 参加人員減、旅行開始日・コースの変更は取消とみなされ、取消料がかか
ります
※「夜行日帰り旅行」は「日帰り旅行」として扱います
※「バス旅行」とは、主要な交通機関がバス利用となる旅行になります
※航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券を利
用する、または貸切船舶を利用する国内募集型企画旅行は、取消料が異
なる場合がございます。詳しくはお申し込み後に送付いたしますパンフレッ
トをご確認ください

○旅行開始前の当社による旅行契約の解除及び払い戻し
お客様の人数が、最少催行人員に達しなかったときは、旅行開始日の14日前
（日帰りは４日前）までに旅行の実施を取り止める旨をご連絡し、すでにお支
払いいただいている旅行代金全額を払い戻して、旅行契約を解除します。
○お客様の責任
お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて記
載内容と異なるものと認識したときは、旅行先で速やかに当社または旅行
サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
○特別補償
当社の責任が生じるか否かを問わず、当社旅行業約款の特別補償規程で
定めるところにより、お客様が旅行参加中に偶然かつ急激な外来の傷害事
故により、その生命、身体または手荷物の上に被られた一定の損害につい
て、あらかじめ定める額の死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金、通
院見舞金および携行品損害補償金を支払います。
○旅程保証
当社は別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合、旅行代金に「規
定の率」を乗じた額の変更補償金を旅行終了日から30日以内に支払いま
す。
○お客様の個人情報の取扱について
お客様からいただく個人情報の取扱については、旅行および当社の
各種サービスにのみ利用させていただきます。詳細はクラブツーリ
ズムのホームページ（www.club-t.com）をご覧ください。

JW680
-686

新　宿（7：10発）
練　馬（7：50発）

H20・g・28日
J1日

JW682
-686

錦糸町（7：10発） 
東　京（7：40発）H30日　J9日

※7月16日発は各地を20分早く出発します　※KF250の帰着地は中野・新宿のみとなります

日帰り あなごちらしの昼食弁当付き！
国の天然記念物･鳴沢氷穴＆青木ヶ原樹海
スバルライン涼風ドライブ！富士山五合目と旬のフルーツ狩り
8１名 328名 =同行 fなし バス会社西東京観光バス同等

無印9,990円、○印10,990円

日帰り トイレ付きバス利用！おぎのや特製弁当とこんにゃくバイキングも♪
紅秀峰・佐藤錦などサクランボ食べ比べ
案内人同行！世界文化遺産「富岡製糸場」

9,990円～
10,990円

コース番号

8１名 328名 =同行 fなし バス会社中央観光同等

日
帰
り

各地発＝沼田ほか（サクランボ狩り・30分）＝荻窪公
園（アジサイ観賞）＝富岡製糸場（案内人付きで見学）
＝こんにゃくパーク（見学／こんにゃく料理食べ放
題・10分）＝各地着（17：40～18：10予定） tut

旅行代金
（おひとり）

※8月11日は新宿（7：00発）のみとなります

JT350-686
練　馬（7：00発） 
中　野（7：30発）  
新　宿（8：00発）

J25日　
Kq・p日

JT352-686
一之江（7：00発） 
錦糸町（7：30発）
東　京（8：00発）

Jy日　
K16日

JT353-686
渋　谷（7：00発） 
大井町（7：30発）  
蒲　田（8：00発）

Jl日

日
帰
り

コース番号

日
帰
り

各地発＝〈海ほたるＰＡ（休憩）〉＝君津＝江川海岸＝富浦
（昼飯・60分）＝富浦（台湾式カキ氷）＝原岡海岸（海に延
びる木製桟橋）＝各地着（17：00～18：10予定） tyt

8,990円～10,990円

8,990円～10,990円

8１名 328名 =同行 fなし バス会社中央観光同等
旅行代金
（おひとり）

旅行代金
（おひとり）

無印8,990円、○印9,990円、□印10,990円　※□印はトイレ付きバス

無印8,990円、○印9,990円、□印10,990円

JM026-686 練　馬（7：10発） 新　宿（7：50発） Ha・g日　J3・12・s日　
Kq・d日

JM028-686 錦糸町（7：30発） 東　京（8：00発） Hf・j日　J8・13・o日　
K2・t日

JM030-686 蒲　田（7：00発） 大井町（7：30発） 
五反田（7：50発） 目　黒（8：10発） J4・t日　K6・u日

JM031-686 明大前（6：40発） 梅ヶ丘（7：00発） 
三軒茶屋（7：20発） 渋　谷（7：40発）J6・l日　K3・p日

コース番号

日帰り各地発＝（どこへ行くかは当日までのお楽しみ♪）＝各地着（17：00～18：20予定） tyo

２食付き！日帰り

海鮮丼食べ放題 海鮮焼き
鯛めし弁当

＆ミ
ニ　

＋ 夏の大感謝！メガ盛りミステリー
の絶景へご案内!!
海 山 滝8１名 328名 =同行 fなし

バス会社日の丸自動車興業同等

KF250
-686

練　馬（7：00発） 
中　野（7：30発）
新　宿（8：00発）

Jy・20日
K23日

KF252
-686

一之江（7：00発） 
錦糸町（7：30発）　
東　京（8：00発）

J19日
K21日

KF253
-686

蒲　田（7：00発） 
大井町（7：30発）　
渋　谷（8：00発）

J25日

無印7,990円、○印8,990円
7,990円～8,990円

コース番号

旅行代金
（おひとり）

日
帰
り

各地発＝鳴沢氷穴（見学）…青木ヶ原樹海（自由散策）＝〈富士スバルライン〉＝
富士山五合目（自由散策）＝御坂農園（旬のフルーツ1個狩り・20分）＝宝石店
（買い物）＝各地着（17：10～18：10予定） tut

日
帰
り

8,990円 10,990円

サザエ！ホタテ！約40種海鮮浜焼き＆ネタ乗っけ放題
ノスタルジックな木製桟橋・原岡海岸＆江川海岸！房総海ざんまい

海産物・野菜
フルーツ

合わせて約3㎏!!

昼
夕軽

❶約40種
　浜焼き食べ放題（60分）
❷ふわふわ食感！
　台湾式カキ氷
❸江川海岸　
❹海に延びる木製桟橋！
　原岡海岸　
❺東京湾アクアラインを
　ドライブ　
❻海の上のPA！
　海ほたるで休憩
❼干物（1枚）
❽ピーナッツ
　フロランタン（1個）
❾ビワゼリー（1個）
10ちょっぴりわかめ（1個）

トイレ
 付きバス

●●●野菜約1㎏
●海産物約1㎏
●フルーツ約1㎏

荻窪公園のアジサイ サクランボ狩り（イメージ）

野菜のイメージ

鳴沢氷穴

7月発は桃狩り
8月発はブドウ狩り

上／江川海岸
左／原岡海岸

房総「海の絶景」へ!!
約40種浜焼き食べ放題

昼
食（
イ
メ
ー
ジ
）

ふ
わ
ふ
わ
食
感

の
台
湾
式
カ
キ

氷（
イ
メ
ー
ジ
）

富岡製糸場（イメージ）
※写真提供：富岡市 富岡製糸場

海鮮丼食べ放題（50分）
鯛めし弁当

サザエ・ホタテなどの
ミニ海鮮浜焼き

＋

昼

（イメージ）
（イメージ）

（2人前イメージ）

夕軽食 合計約3㎏のお持ち帰り

さらに
●●名産品の詰め放題（約100g）
●名産品の片手つかみ取り
● アイスにはちみつかけ
放題（20分）

● 旬の味覚！焼きトウモロ
コシ食べ放題（20分）

海の日！お楽しみポイント

SIC ふれあい 06月号_裏.indd   2 2017/04/24   14:13
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これからの大田区勤労者共済を リクエストするアンケート

１年度に１回のアンケートです。ご協力よろしくお願いいたします。

来年度（平成30年度）以降にどのような福利厚生サービスをご提供すべきか、皆様のご意見をお伺いするアンケートです。
いただいたご意見・ご要望は事務局で真摯に検討させていただきますので、お手数ですがご回答をお願いいたします。

あなたが

質問欄　※回答は右側のページに記入してお送りください。

Q1 あなたの趣味を教えてください（複数回答可）
旅行　スポーツ観戦　自分で楽しむスポーツ　美術などの展覧会　コンサート　演劇　映画　
テーマパーク　温泉　アウトドア　グルメ　健康　ショッピング　その他（　　　　　　）

Q2 あなたは当共済のサービスをどれくらいの頻度で利用していますか
月に複数回　月に１回程度　数カ月に１回程度　半年に１回程度　１年に１回程度　数年に１回

Q3 あなたがよく使う当共済のメニューを各分野から選んでください。（複数回答可）

 【給 付 金】 1. 結婚祝金　2. 出生祝金　3. 入学祝金　4. 成人祝金　5. 銀婚祝金　6. 金婚祝金
 7. 継続祝品　8. 入院見舞金　9. 障害見舞金　10. 住宅災害見舞金　11. 死亡弔慰金

 【展 覧 会】 12. 洋画の美術展　13. 日本画の美術展　14. アニメや新しいメディアの展覧会
 15. 彫刻や工芸品の展覧会　16. 歴史的な宝物の展覧会

 【チケット】 17. ポップス　18. クラシック　19. 演歌･歌謡曲　20. ジャズ　21. ミュージカル
 22. 歌舞伎等　23. 落語　24. バレエ･ダンス　25. キャラクターショー　26. 演劇

 【レジャー】 27.東京ディズニーリゾート　28. [27以外の]遊園地･テーマパーク　29. 牧場･公園
 30. 水族館･動物園･植物園　31. 温浴施設　32.プール･海の家　33. 潮干狩り　34. 釣り船
 35. 遊覧船･クルーズ　36. 映画　37. 日帰りバスツアー補助　38. 宿泊旅行補助 

 【スポーツ】 39. プロ野球観戦　40. サッカー観戦　41. 大相撲観戦　42. バスケットボール観戦
 43. バレーボール観戦　44. ボウリング　45. ゴルフ　46. 水泳　47. スポーツジム

 【健　　康】　48.インフルエンザ予防接種費用補助　49.人間ドック　50.ミニドック　51.脳ドック

Q4 今後、当共済のメニューで充実してほしいものを２つ選んでください。
旅行　スポーツ観戦　自分で楽しむスポーツ　美術などの展覧会　コンサート　演劇　映画　
テーマパーク　温泉　アウトドア　グルメ　健康　ショッピング　給付金　その他（　　　　　　　　　　　　）

Q5 過去に利用した福利厚生サービスについて、良かった点や悪かった点があれば教えてください。
※具体的にお願いいたします。
例：○年○月頃に利用した○○コンサートのチケットが、とても見やすい席で良かった。
例：○年○月頃に、○○を利用したが、会報の告知と○○が異なっていて、○○という体験をした。

Q6 あなたの年齢と性別を教えてください
10代　20代　30代　40代　50代　60代　70代以上　　　　　男　・　女
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返信先：FAX03-3733-6122または窓口へ
回答欄　※左側の質問をお読みいただき、下記に記入してお送りください。

A1 該当するものの□に✔をつけてください。
□旅行　□スポーツ観戦　□自分で楽しむスポーツ　□美術などの展覧会　□コンサート　
□演劇　□映画　□テーマパーク　□温泉　□アウトドア　□グルメ　□健康　□ショッピング
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

A2 該当するものの□に✔をつけてください。
□月に複数回　□月に１回程度　□数カ月に１回程度　□半年に１回程度　□１年に１回程度　□数年に１回

A3 項目ごとに質問欄にある番号を２つ記入し、よろしければ理由を教えてください。

【給 付 金】　（　　　　）（　　　　）
　　　　　　理由：

【展 覧 会】　（　　　　）（　　　　）
　　　　　　理由：

【チケット】　（　　　　）（　　　　）
　　　　　　理由：

【レジャー】　（　　　　）（　　　　）
　　　　　　理由：

【スポーツ】　（　　　　）（　　　　）
　　　　　　理由：

【健　　康】　（　　　　）（　　　　）
　　　　　　理由：

A4 該当するものの□に✔をつけてください。
□旅行　□スポーツ観戦　□自分で楽しむスポーツ　□美術などの展覧会　□コンサート
□演劇　□映画　□テーマパーク　□温泉　□アウトドア　□グルメ　□健康
□ショッピング　□給付金　□その他（　　　　　）

A5  ［自由回答］

A6 該当するものの□に✔をつけてください。
□10代　□20代　□30代　□40代　□50代　□60代　□70代以上          □男　・　□女

ご協力ありがとうございました。
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申込期間 　 6月1日（木）9:00～14日（水）17:00
※先着対象は完売まで

提供枚数 　 いずれのチケットも1会員３枚まで
申込方法 　 ☎03-3733-6107 または 窓口（FAX･メール不可）

チケットの種類、枚数、会員番号、氏名、日中に
連絡の取れる電話番号をお伝えください。

当選連絡 　 抽選対象は6月16日（金）午前中に当選者へのみ電話連絡
注意事項 　 ◆P.6 ～ 7 のチケットが対象です。

◆申込後の変更や取り消しは一切できません。

Ticket
チケット

インフォメーション

多くのスターダンサーを輩出した名門・
ウクライナ国立バレエ団が、数ある古
典的名作の中から名場面をハイライト
で上演。司会のお姉さんによるあらす
じ解説付きなので、お子様から大人ま
で親子で本格的なクラシック・バレエを
お楽しみいただける大人気公演です！

「この物語を、愛する人
にささげよう」人生を見つ
めつづけた作家アンデル
センの若き日。劇団四季
が贈る、大人のための青
春物語。

昨 年11月にNY・
ブロードウェイの
初 演から20年を
迎え、アメリカ作品
として歴代1位の
ロングラン、世界
34か国・473都市・
12言語で上演さ
れているメガヒッ
ト・ミュージカル『シ
カゴ』。待望のプ
レミアム公演が、さ
らにパワーアップ
して復活する！ 

巨匠・井上道義を指揮者に迎えた都響と、人気ギタリスト
村治佳織の再演がアプリコで実現！

1幕：1場 『バカ殿様』、
1幕：2場 コントライブ、
2幕：1場 志村けん
　　三味線独奏、
2幕：2場 『先づ健康』
　　～松竹新喜劇より～

国境のない純真な愛の物語。人魚姫は自分の命と引き換
えに王子様への愛を貫き通した、感動の物語

昭和37年、寺内タケシとブルージーンズを結成し、エレキ
ブームの仕掛人となったエレキギターの草分け的存在。エ
レキの真髄をご堪能ください。

モヒカン・スーツ
姿で会場を爆笑
の渦に巻き込む

「が～まるちょば
SHOW！」をたっぷ
りとお楽しみいた
だけるプログラム。

今年もあいつがやってくる・・・ミステリーナイトツアー25年
目の夏・・・稲川淳二生誕70年目の夏・・・何かが起こる・・・

東京文化会館 大ホール［上野駅］
全席指定 6,000円（一般7,000円）
募集枚数：各10枚
※3歳以下入場不可 ※演奏は特別録音音源を使用いたします。

S席 学生・子ども 5,000円（一般6,480円）
※学生、子どもは大学・専門学校生以下（当日要学生証）
募集枚数：合わせて10枚 ※3歳以上有料

東急シアターオーブ［渋谷駅］
S席 10,000円（一般13,000円）
募集枚数：10枚 ※未就学児童入場不可

大田区民ホール アプリコ 大ホール［蒲田駅］
S席 3,500円（一般4,500円）
募集枚数：10枚 ※未就学児童入場不可

明治座［人形町駅］
S席 6,500円（一般8,500円）
募集枚数：各10枚 ※未就学児童入場不可

三越劇場（日本橋三越本店本館6階）［三越前駅］
S席 3,000円（一般4,200円）
募集枚数：各10枚 ※3歳以上有料

左から 瀬戸内美八（魔女） 安達星来（人魚姫） 河村唯（隣国の王女）

大田区民ホール アプリコ 大ホール［蒲田駅］
指定席 3,500円（一般5,000円）
募集枚数：10枚 ※未就学児童入場不可

品川きゅりあん［品川駅］
全席指定 3,500円（一般4,500円）
募集枚数：6枚 ※4歳未満入場不可

関内ホール［馬車道駅］
指定席 4,000円（一般5,500円） 募集枚数：10枚
※未就学児童入場不可　※公演当日、何らかの怪奇現象が
引き起こした不慮の事故に関して、主催者は一切責任を負い
ませんので予めご了承下さい。霊に取り付かれやすいお客様
や心臓の強くない方のご入場はご遠慮させていただきます。

親子で楽しむ夏休みバレエまつり

劇団四季ミュージカル
「アンデルセン」

ブロードウェイミュージカル『シカゴ』
20周年記念ジャパン・ツアー

【都響×アプリコ】
井上道義＆村治佳織 with 都響

志村けん一座
第12回公演 志村魂「先づ健康」

2017年三越夏休みファミリー劇場
ミュージカル「人魚姫」

寺内タケシ＆ブルージーンズ
コンサート in 蒲田

That's が～まるちょばSHOW！
＋ロッケンロールペンギン

MYSTERY NIGHT TOUR 2017
稲川淳二の怪談ナイト

～怪談古希 四半世紀連続公演～

①8月3日（木）
　14:00
②8月4日（金）
　11:30
③8月4日（金）
　15:00

8月13日（日） 
13:00

8月5日（土） 18:00

11月23日（木・祝） 15:00

①8月11日（金・祝） 
　17:30
②8月12日（土）
　12:00

①7月22日（土） 14:30
②7月25日（火） 11:15

7月1日（土） 14:00

8月5日（土） 
14:00

9月10日（日） 17:00

抽選

抽選

抽選

抽選

抽選

抽選

抽選

抽選

抽選

※生演奏・英語上演
　日本語字幕あり

めぐろパーシモン
ホール 大ホール

［都立大学駅］

S席 大人 7,000円
　　　 （一般8,640円）
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特別展「タイ～仏の国の輝き～」

今年（2017年）は日タイ修好130周年にあたります。この
節目の年に修好記念事業として日タイ修好130周年記念
特別展「タイ～仏の国の輝き～」を開催します。本展で
は、タイ族前史の古代国家、タイ黎明期のスコータイ朝、
国際交易国家アユタヤー朝、現王朝のラタナコーシン朝
における仏教美術と編年的な構成で各時代の名品を紹
介します。

一般［20枚］1,000円（前売1,400円）

7月4日（火）～8月27日（日）
※月曜日、7/18（火）は休館。（ただし7/17（月・祝）、8/14（月）は開館。）

9:30～17:00
※金曜日と土曜日は21:00まで、
　日曜日と7/17（月・祝）は18:00まで
※入館は閉館の30分前まで

世界屈指の美の殿堂、ボ
ストン美術館の主要コレク
ションから選りすぐった80
点を紹介します。ファン・ゴッ
ホが南仏アルルで親しく交
流していたルーラン夫妻を
描いた肖像画がそろって
特別出品されるほか、喜
多川歌麿や曾我蕭白、英
一蝶の作品などを含む日
本美術や中国美術、エジ
プト美術、ヨーロッパ絵画、
アメリカ絵画、版画・写真、
現代美術と古今東西の名
品が一堂に集うまたとない
機会です。

一般［20枚］  1,000円（前売1,400円）
大学生・専門学校生［20枚］ 800円（前売1,100円）
高校生［5枚］ 400円（前売  600円）
65歳以上［5枚］ 600円（前売  800円）

一般［30枚］  900円（前売1,300円）

7月20日（木）～10月9日（月・祝）
※月曜日、9月19日（火）は休室（ただし、8月14日［月］、9月18日［月・祝］、10月9日［月・祝］は開室）
9：30～17：30
※金曜日は20：00まで、
　7月21日、28日、
　8月4日、　11日、
　18日、25日は
　21：00まで
※入室は閉室の３０分前まで

ベルギー奇想の系譜
ボスからマグリット、ヤン・ファーブルまで

本展では、この地域において幻想的な世界を作り出した一連の流れ、
およそ500年にわたる「奇想」ともいえる系譜を、
16世紀のフランドル絵画から、19世紀の象徴派、
そして現代のコンテンポラリー・アートの作品にいたるまで、
国内外の優れたコレクションによって紹介します。

7月15日（土）～9月24日（日） ※7/18（火）、8/22（火）のみ休館
10:00～18:00 ※入館は17:30まで　※毎週金･土曜日は21:00まで、入館は20:30まで

《ナーガ上の仏陀坐像》 青銅、金 スラートター
ニー県チャイヤー郡ワット・ウィアン伝来　
シュリーヴィジャヤ様式 12世紀末〜13世紀　
バンコク国立博物館

先着 先着

先着

（左）フィンセント・ファン・ゴッホ《郵便配達人ジョゼフ・ルーラン》　
　　1888年  Gift of Robert Treat Paine, 2nd, 35.1982

（右）フィンセント・ファン・ゴッホ《子守唄、ゆりかごを揺らすオーギュスティーヌ・ルーラン夫人》
　　1889年 Bequest of John T. Spaulding, 48.548
　　All Photographs ⓒ 2017 Museum of Fine Arts, Boston

サッカーJ1
申込方法  ☎03-3733-6107

　　　　　または 窓口（FAX･メール不可）
注意事項  ◆申込後の変更や取り消しはできません。
提供枚数  1 会員1 試合4 枚まで。3 試合まで申込可

抽選  FC東京／味の素スタジアム
開催日 時　間 対戦相手

7月8日（土） 19:00 鹿島アントラーズ
7月30日（日） 19:00 アルビレックス新潟
8月13日（日） 19:00 ヴィッセル神戸

席　　種  ホーム自由席 （ ）内は一般価格

提供価格  大　　人 1,800円 （2,300円）
　　　　　小中学生 　500円 （600円）

抽選  川崎フロンターレ／等々力陸上競技場
開催日 時　間 対戦相手

7月29日（土） 19:00 ジュビロ磐田
8月5日（土） 19:00 FC東京
8月13日（日） 19:00 鹿島アントラーズ

席　　種  ホームA自由 （ ）内は一般価格

提供価格  大　　人 1,400円 （2,600円）
　　　　　小中学生 　400円 （1,200円）

先着  横浜F・マリノス／等々力陸上競技場
開催日 時　間 対戦相手

6月4日（日） 17:00 川崎フロンターレ
6月25日（日） 18:00 ヴィッセル神戸
7月8日（土） 19:00 サンフレッチェ広島
7月29日（土） 19:00 清水エスパルス

席　　種  ホーム自由席 （ ）内は一般価格

提供価格  大　　人 1,900円 （2,500円）
　　　　　小中学生 　800円 （1,000円）

©KAWASAKI FRONTALE

©F.C.TOKYO

©Y.F.MARINOS / SCBF

《仏陀遊行像》 青銅 
スコータイ県
シーサッチャナーライ郡
ワット・サワンカラーム伝来　
スコータイ時代
14〜15世紀
サワンウォーラナーヨック
国立博物館

《金象》 金、貴石 アユタヤー県ワット・ラーチャ
ブーラナ遺跡仏塔地下出土
アユタヤー時代 15世紀初
チャオサームプラヤー国立博物館

ヒエロニムス・ボス工房
《トゥヌグダルスの幻視》
1490-1500年頃　
油彩、板　
ラサロ・ガルディアーノ財団　
ⓒ Fundación Lázaro-Galdiano

Bunkamura ザ・ミュージアム［渋谷駅］

東京都美術館 企画展示室［上野駅］

東京国立博物館 平成館［上野駅］
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新規指定店

事務局からのお知らせ
・5月22日（月）から事務所が3階に移転になりました。

・4月から5,000円以上のチケット類の送付に係る簡易書留の料金（400円）が会員様のご負担になりました。

・「都内共通入浴券」の有効期限は毎年6月30日までです。
　新しい有効期限の券は6月下旬に取扱開始の予定です。
　※購入済みの券は交換できません。

・退会手続は毎月25日までです。
　退会時には「退会届」を窓口または郵送でお送りいただく必要があります。（FAX不可）
　※書式はガイドブックまたはダウンロードで。
　退会届の到着が25日を過ぎた場合、翌月退会となりますのでご注意ください。

プレゼント企画
ご応募いただいた方の中から抽選で
5組10名様に東京ドーム巨人公式戦の
チケットをプレゼント！

《チケット内容》
日　　程：6月24日（土）18:00
内　　容：巨人 vs 中日
席　　種：指定席B（塁は指定できません）
枚　　数：5組10名

《応募要項》
申込締切：6月9日（金）必着
申込方法：下記の必要事項をご記入のうえ、
　　　　　官製はがきでご応募ください。
　　　　　①野球プレゼント参加希望、②会員番号、③会員氏名、
　　　　　④電話番号、⑤住所
当選連絡：当選はチケットの発送をもって代えさせていただきます。




