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横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ 
3店舗共通ランチ券
横浜市西区北幸1-3-23　（横浜駅西口　徒歩1分）

レストラン総合予約　TEL 045-411-1188（10:00〜19:00）
利 用 有 効 期 間  　 平成30年4月3日～平成30年9月30日 

（4/28～5/6、8/11～8/16および、特別営業日は利用除外日となります。）
申 込 期 間  　4月3日（火）9:00～4月16日（月）17:00
料 金  　 2,500円 

（オールデイブッフェ「コンパス」土日祝、中国料理「彩龍」全日、スカイラウンジ「ベイ･ビュー」
全日はプラス500円を現地でお支払いください）

提 供 枚 数  　1会員4枚まで　先着300枚
申 込 方 法  　 ☎03-3733-6107 または 窓口　種別と枚数、会員番号、氏名、電話番号をお伝えください。
引 き 渡 し  　4月3日（火）～
注 意 事 項 　 ◦申込後の変更や取り消しはできません。 

◦利用の際は「大田区のレストランランチ券」利用を伝え、必ず予約してください。 
◦営業時間およびメニューは直接レストラン総合予約にお問い合わせください。 
　（予告なく変更になる場合があります。）

対象レストラン

オールデイブッフェ「コンパス」（2F）
「五感で楽しめる」大人気ブッフェレストラン。 
料理の味はもちろん、 
パフォーマンスキッチンから漂う、 
豊かな香りやエネルギッシュな音を 
お楽しみください。
内　　容  　 ランチブッフェ
利用時間  　 11:30～／13:40～2部制 

（110分制） ※小学生以下のお子様のご料金は、レストラン総合予約へお問い合わせください（現地払い）

中国料理「彩龍」（3F）
中華街とは一線を画すモダン&ラグジュアリーな 
中国料理店です。 
珠玉の広東料理を流行の香港スタイルにて 
ご提供します。
内　　容  　 彩ランチコース
利用時間  　 月～金　11:00～14:30 

土日祝　11:00～15:30

スカイラウンジ「ベイ･ビュー」（28F）
最上階からの眺望とともにお食事が 
お楽しみいただけるレストラン。 
シェフ厳選の食材をふんだんに使用した 
華やかなコースをお楽しみください。
内　　容  　 エレガンスランチコース
利用時間  　 11:30～14:30

食事券
先着

※掲載の写真はイメージです
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大田区勤労者共済の会員証呈示により、東京ドームシティ各種チケットを法人会員料金で購入できます。
利 用 方 法 ▶利用当日に下記「法人サービスカウンター」で会員証を呈示し、料金を支払います。
購入可能枚数 ▶ 1日につき1会員各券種10枚まで 

（トリートメント&ビューティー利用券、TDCグルメチケット、東京ドームビール券は枚数制限なし）
注 意 事 項 ▶ ＊「巨人公式戦指定席」は売切れ次第終了となります。 

＊チケットには有効期限があり、 
　購入時期により異なります。

券種 法人会員料金 一般料金
得10（とくてん）チケット 2,500円 最大6,200円相当
巨人公式戦チケット（東京ドーム開催試合）試合14日前～

〈指定席S・A・B・C・外野〉TDCグルメチケット500円券付き
2,200円〜
 6,500円相当

2,700円～
 7,000円相当

東京ドーム ビール券（1杯分）　東京ドーム内売店・飲食移動販売で利用可 720円 800円
東京ドームホテルレストランランチ券　利用時、事前予約要 2,600円 3,000円相当
TDCグルメチケット（1,000円券）
東京ドームシティ内の飲食店、東京ドーム内売店・飲食移動販売で利用可 900円 1,000円

スパ ラクーア入館券　土日祝と特定日は別途324円支払 1,960円 2,850円
スパ ラクーアトリートメント&ビューティー利用券（1,000円券）
スパ ラクーア内のトリートメント&ビューティー店舗で利用可 900円 1,000円
宇宙ミュージアム
TeNQ入館券

一般／学生 1,350円 1,800／1,500円
4歳～中学生・シニア（65歳～） 900円 1,200円

※内容は変更・追加されることがあります。また、条件等の詳細は、法人サービスカウンターでお尋ねください。

【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2階
最寄駅▶ JR中央線・三田線「水道橋」駅　丸の内線・南北線「後楽園」駅　大江戸線「春日」駅
営業時間▶10：00～19：00　　問合せ▶☎03-3817-6364

東京ドームシティ パートナーメンバーズ
好評につき
継続します。
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今年度の取り扱いが始まります！

同封の券類をご確認ください！

東京・ミュージアム
ぐるっとパス2018

「ぐるっとパス2018」は、東京を中心とする92の美術館や博
物館などの入場券または割引券がセットになった便利でお得
なチケットブックです。
施設例：三井記念美術館、相田みつを美術館、恩賜上野動物園、
東京都江戸東京博物館（常設展のみ）、葛西臨海水族園、国立
新美術館など。 
※利用開始日を含む２ヶ月間に各施設指定の展示に１回のみ利用可能。
有効期限　～平成31年3月31日[最終有効期限]
販売期間　 平成30年4月3日9:00〜平成31年1月31日
提供価格　1,500円（一般価格 2,200円）
提供枚数　1会員年度内10冊まで
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。

東武動物公園
ハッピーフリーパス利用引換券

「東武動物公園」は、動物園と遊園地が融合したハイブリッド・
レジャーランド。ハッピーフリーパスは、入園料とのりもの
乗り放題が付き、夏季にはプールを利用することもできます。
東武動物公園ホームページ  http://www.tobuzoo.com/
有効期限　～平成31年3月31日
販売期間　 平成30年4月3日9:00〜
提供価格　1,200円 ※3歳以上共通
提供枚数　1会員年度内10枚まで
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。 

※乗馬コーナー、特別催事、コインマシーンは 
　利用できません。

施設利用補助券・割引券
『エンジョイドリーム割引券』『レジャー施設利用補助券』『日
帰り温泉施設等利用補助券』を今号に同封しました。
※ 料金等の詳細や最新の情報については、直接施設へお問い合わせくだ

さい。
有効期限　平成30年4月1日～平成31年3月31日
利用方法　 エンジョイドリーム割引券 

◦各施設の窓口で券を提出し、本人負担金を支払 
◦一部施設を除き、一人１枚につき１回限り有効 
　施設利用補助券（レジャー/日帰り温泉） 
◦券に会員番号と氏名を記入のうえ、各施設の 
　窓口で券を提出し、本人負担金を支払 
◦一人１枚につき１回限り有効

提供枚数　1会員各１シート[合計３シート]
注意事項　 ◦いかなる場合も再発行はできません。 

◦会員とその家族のみ利用できます。 
　転売･譲渡はできません。

東京ディズニーリゾート®
コーポレートプログラム※利用券
東京ディズニーランド®、
東京ディズニーシー®の
パスポートが1,000円分
補助される券を１会員に
つき2枚同封しました。
※ 東京ディズニーリゾート

の企業･団体向け福利厚生
プログラムの名称です。

有効期限　平成30年4月1日～平成31年3月31日
有効期限　 ◦券に会員番号、会員氏名を記入し、 

購入時に提出 
◦利用できる窓口は、下記を参照

提供枚数　1会員2枚
注意事項　 ◦いかなる場合も再発行はできません。 

◦会員とその家族のみ利用できます。 
　転売･譲渡はできません。

≪当日券≫
◆東京ディズニーランド（チケットブース）
◆東京ディズニーシー（チケットブース）
◆ディズニーホテル、東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル（宿泊者のみ）
≪前売券≫
◆東京ディズニーリゾート・チケットセンター（イクスピアリ1F）
◆東京ディズニーランド：ゲストリレーション・ウインドウ（園外）
◆東京ディズニーシー：団体チケットブース（園外）
◆ディズニーストア（「コーポレートプログラム利用券」取扱い店舗）国営ひたち海浜公園プレジャーガーデン 東京タワー

©TOKYO TOWER
浅草花やしき

本
Book

先着 先着
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申込期間 　 4月2日（月）9:00〜13日（金）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4月17日（火）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

ビートルトリビュートライブの決定版「レット・イット・ビー」
2018年再来日決定！ 永遠の名曲約40曲でつづる、
熱狂と感動のステージ！

華やかに　
したたかに
ファッション界の女たち

出演： 檀 れい　高橋惠子 
古谷一行 
山本陽子　葛山信吾

アルゼンチン大統領夫人としてエビータの愛称で国
民に慕われた実在の女性、エヴァ・ペロン。彼女の
生涯を描いたミュージカルがオリジナル演出版で初
来日！日本公演限定でラミン・カリムルーがチェ役
として出演決定！

明治座［人形町駅］
S席 大人 8,000円（一般12,000円）
募集枚数：各10枚 ※未就学児入場不可

鎌倉芸術館［大船駅］
全席指定 5,500円（一般6,800円）
募集枚数：10枚 ※未就学児入場不可

Bunkamuraオーチャードホール［渋谷駅］
全席指定 6,500円（一般8,640円）
募集枚数：10枚 ※未就学児入場不可

東急シアターオーブ［渋谷駅］
S席 10,000円（一般13,500円） ※未就学児入場不可
募集枚数：各10枚 ※生演奏英語上演／日本語字幕付き

文京シビックホール 大ホール［後楽園駅、春日駅］
S席 9,000円（一般13,000円）
募集枚数：各10枚� ※未就学児入場不可
� ※演奏は特別録音音源を使用します。

明治座五月公演
「仮縫」

財津和夫コンサート
2018 with 姫野達也 
～happy together～

LET IT BE 
～レット・イット・ビ−～

ミュージカル『エビータ』

ロシア・バレエ・ガラ 2018

5月19日（土） 16:00
5月20日（日） 11:00

6月19日（火） 18:00

6月14日（木） 18:30

9月1日（土） 
15:00　
9月2日（日） 
15:00

抽選

抽選

抽選

抽選

ミハイロフスキー、ボ
リショイ、マリインス
キー、モスクワ音楽
劇場より実力派ソリ
ストが集結。ファル
フ･ルジマトフ、ユリ
ア・マハリナ共演に
よる「牧神の午後」
ほか

抽選

財津和夫がステージに帰って来ます!TULIPメンバーでも
ある姫野達也との息のあったコンサートは、ここ数年でも
すっかりお馴染みになりました。「青春の影」、「サボテン
の花」はもちろん

「心の旅」、「虹
とスニーカーの
頃」など、数々の
名曲を是非!生で
ご覧ください。そ
して、一緒に歌っ
てください!

東急シアターオーブ［渋谷駅］
S席 6,000円（一般8,500円）
募集枚数：6枚

医療法人健育会 presents
live image 18 dix-huit

抽選

7月7日（土） 17:30　7月22日（日） 12:30

神奈川県民ホール［日本大通り駅］
S席 大人 4,500円（一般6,000円）
募集枚数：10枚 ※3歳未満膝上鑑賞無料、
� 席が必要な場合は有料

日本通運presents 
「童謡生まれて100年」 あしたへつなぐ
由紀さおり・安田祥子
コンサート

7月6日（金） 14:30

二人が歌い綴ってきた日本の
童謡、唱歌には、日本語の美
しさ、季節の移ろい、そして命
の儚さ…などを大切にしたいと
いう思いが込められています。
感動と郷愁を呼び起こすコン
サートを是非ご体感ください。

抽選

文学座公演 『怪談牡丹燈籠』
抽選

5月26日（土） 13:30
紀伊国屋サザンシアター TAKASHIMAYA［新宿駅］
全席指定 4,000円（一般6,000円）
募集枚数：10枚 ※未就学児入場不可

カラーン、コローン…と闇
夜に響く下駄の音。お化
けより怖い、人間の欲。
色と金に目が眩んだ人間
の姿に笑っているうちに
ゾッとする結末が…。
名人三遊亭圓朝の傑作
落語を、宙に浮かぶ燈籠
や人魂、お芝居ならでは
の仕掛けまんさいで舞台
化。おかしくてコワイ因縁
話に乞うご期待！
出演： 早坂直家、 

富沢亜古　ほか

下丸子うたの広場〈春〉
～歌でめぐる世界の旅・心に響く日本の歌～

抽選

5月8日（火）  13:30

「下丸子クラシック・カフェ」でおなじみの
山田武彦と、若手声楽家たちが、
心に響く思い出の歌をお届けする60分。
出演： 山田武彦（ピアノ） 

〔下丸子うたの広場シンガーズ〕 
内田千陽（ソプラノ）、山下裕賀（アルト）、 
工藤和真（テノール）、明珍宏和（バリトン）

曲目：早春賦、エーデルワイス　他

【出演】 沖仁（フラメンコギター）、小松亮太（バンドネオン）、
ゴンチチ（ギターデュオ）、 
高嶋ちさ子（ヴァイオリン）、羽毛田丈史（ピアノ）、 
春畑道哉（ギター）、宮本笑里（ヴァイオリン）

6月16日（土） 13:00

※3歳以下入場不可
　4歳以上有料

大田区民プラザ 小ホール［下丸子駅］
全席自由 1,500円（一般2,000円）
募集枚数：10枚 ※未就学児入場不可

2017 Evita International Tour Company - Photograph by Pat Bromilow-Downing.

特典：
『EVITA』
チケットホルダー

（非売品）
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生誕60周年記念 くまのパディントン™展
4月28日(土)～6月25日(月)※5/8(火)、6/5(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)

Bunkamuraザ・ミュージアム［渋谷駅］

先着

『パディントン』シリーズ誕生60周年記念、また2017年6月に91歳
で逝去されたボンド氏への追悼の意を込めた本展では、児童書
シリーズの挿絵でお馴染みのペギー・フォートナムをはじめ各アー
ティストによる絵本や漫画の原画、世界中で出版された書籍、ボ
ンド氏の貴重な仕事道具やインタビュー映像などにより、世代や
性別、国を超えて親しまれるパディントンの世界を紹介します。

第20回 国際バラとガーデニングショウ
5月18日（金）～5月23日（水）
【販売期間：～5月17日（木)まで】
9:30～17:30
※入場は終了の30分前まで、
　最終日23日は17:00終了

メットライフドーム［西武球場前駅］

先着

世界のバラと美しいガーデニングをご紹介す
る国内最大規模の祭典「国際バラとガーデ
ニングショウ」を1999年以降、毎年開催して
います。会期中は約100万輪のバラの花と
芳しい香りがご来場の皆さまをお迎えします。

前売券おとな（中学生以上）［20枚］ 1,300円（前売1,900円）

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
5月13日（日） 16:00 北海道コンサドーレ札幌
7月22日（日） 19:00 横浜F・マリノス
7月27日（金） 19:00 V・ファーレン長崎
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

5月 2日（水） 19:00 浦和レッズ
5月 5日（土） 14:00 FC東京
5月20日（日） 15:00 清水エスパルス
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）

抽選  横浜F･マリノス／日産スタジアム
開催日 時　間 対戦相手

4月28日（土） 19:00 鹿島アントラーズ
5月 2日（水） 19:00 ジュビロ磐田 
5月12日（土） 19:00 ガンバ大阪
5月19日（土） 14:00 Ｖ･ファーレン長崎
席　　種  バック自由 （ ）内は一般価格

提供価格  大　　人 1,800円 （2,900円） 
　　　　　小中学生 　800円 （1,200円）

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  読売ジャイアンツ／東京ドーム
開催日 時　間 対戦相手

8月 8日（水） 18:00 阪神タイガース
8月18日（土） 14:00 中日ドラゴンズ
8月24日（金） 18:00 阪神タイガース
8月29日（水） 18:00 広島東洋カープ
席種・価格   指定席A （ ）内は一般価格 

5,000円 （5,400円＋東京ドーム商品券1,000円）

注意事項   ◆1塁・3塁の指定はできません。 
◆2名様単位のお申込みに限ります。 
◆東京ドーム商品券は、東京ドームホテル
　や東京ドーム内の移動販売店をはじめ、 
　レストラン・ショップなど東京ドーム 
　シティのあらゆる施設で利用できます。

©KAWASAKI FRONTALE

©F.C.TOKYO

©Y.F.MARINOS / SCBF

プロ野球

※小学生以下
　無料

R.W.アリー画　絵本『クマのパディントン』の原画、
2007 年
Illustrated by R.W. Alley
Illustrations copyright © R.W. Alley 2018一般［20枚］ 900円（前売1,200円）

写真展 『岩合光昭の世界ネコ歩き2』 先着

5月2日（水）～5月14日（月）　10:00～18:30【19:00閉場】
※最終日は、10:00～17:30【18:00閉場】
2012年から全国各地のネコファンを魅了してきたNHK BS プレミアムの人気番組「岩合光
昭の世界ネコ歩き」の写真展がパワーアップして帰ってきました。本展では、ブラジル・リオデ
ジャネイロ南東部のコパカバーナビーチでモテモテの人気ネコ「シキンニョ」や全米最大の
都市ニューヨークのピザ屋の看板ネコ「ホワイトスライス」など、世界60ヶ所以上の撮影地か
ら厳選された16地域の個性溢れるネコたちの作品を約170点
展覧。また、会場では写真集やオリジナルグッズなども併せて販
売いたします。この機会に番組ファンはもちろん、ファンならずと
も楽しめる“イワゴーネコワールド”をぜひお楽しみください。

日本橋三越本店 本館・７階催物会場［三越前駅］

一般［20枚］ 300円（前売600円）

企画展 『名探偵コナン 科学捜査展～
真実への推理（アブダクション）～』
4月18日（水）～7月8日（日）※火曜日は休館（ただし5/1は開館）
10:00～17:00※入場は閉館の30分前まで

先着

日本科学未来館［テレコムセンター駅］

『名探偵コナン』の推理体験型企画展が登場！ 来場者は、証拠を採取する“現場
検証エリア”、コナンの仲間達から新たな情報を収集する“聞き込みエリア”、鑑定
技術を体験する“ラボエリア”の３つのエリアをめぐって、事件の真相を解明していく。
人気キャラクターのオリジナルフォトスポットやスペシャルボイスもあり。ここでしか買
えないオリジナルグッズもたくさん！ この春、みんなでコナンの世界を体験しよう！

大人（19歳以上）［20枚］ 1,100円（前売1,600円）
中人（小学生～18歳）［20枚］ 700円（前売1,000円）
小人（3歳～小学生未満）［20枚］ 300円（前売400円） ※2歳以下無料© Mitsuaki Iwago

© 青山剛昌／
小学館・読売テレビ・TMS 
1996
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事務局からのお知らせ
第4期会費引落しは4月26日！

引落口座の残高を今一度ご確認くださいますようお願いいたします。前納が基本です。 
引落しができない状態が続くと予告なしに強制退会となります。

退会手続は毎月25日まで！
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。

ライフサポート倶楽部（RESOL）予約センター受付時間の変更について
皆様にご利用いただいておりますライフサポート倶楽部の予約センターの受付時間が４月１日より以下のとおり 
変更になります。　詳しくはこちら https://w7.lifesc.com/

リゾート・トラベルに関するお問合せ　0120-933-409
生活メニューに関するお問合せ　　　0120-208-330

平　　日 ： 10：00 ～ 18：00 
土日祝日 ： 10：00 ～ 17：00 ※年末年始休み

平成30年度入学祝･継続会員祝品のご案内
対象の方には 4月中旬以降  に事業所へご案内をお送りします
※受取りは窓口のみです。 　4～5月は窓口が大変混み合いますが、6月以降は比較的すいています。

入 学 祝 品 　図書カード5,000 円　 ※お子様を家族登録されていない方は書類が送れませんので、
　事業所に未着の場合はご連絡ください。

給 付 対 象 　平成30年1月1日以前からの会員で、会員のお子様が今年の4月に小･中学校に入学する方
申 請 受 付 　 平成30年4月24日（火）9：00〜平成31年3月29日（金）17：00
必要なもの 　 ①勤労者共済から送られてきた給付金請求書【記入･捺印を済ませてから持参のこと】 

②印鑑 
③証明書いずれか一つ（コピーでも可） 
　就学通知書・在学証明書・健康保健証等（会員との関係及びお子様の生年月日が確認できるもの） 
④会員証（代理受取りは本人身分確認ができる物）

継続会員祝品 　大田区共通商品券5,000円

給 付 対 象 　 ◦30 年継続祝　　昭和62年4月1日から昭和63年3月31日に入会された方 
◦20 年継続祝　　平成9年4月1日から平成10年3月31日に入会された方 
◦10 年継続祝　　平成19年4月1日から平成20年3月31日に入会された方 
◦5年継続祝　　　平成24年4月1日から平成25年3月31日に入会された方

申請受付の 　平成30年4月24日（火）9：00〜平成31年3月29日（金）17：00
必要なもの 　 ①勤労者共済から送られてきた給付金請求書【記入･捺印を済ませてから持参のこと】 

②印鑑 
③会員証（代理受取りは本人身分確認ができる物）


