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赤坂エクセルホテル東急
赤坂スクエアダイニング

千代田区永田町２－１４－３

TEL ０３－３５８０－２３３１（予約10:00～20:00）
人気のローストビーフをはじめ、

季節の美味をバラエティ豊かに取り揃えたホテルブッフェです。
チョコレートファウンテンなど

スイーツも豊富にご用意しております。

  
 

利 用 有 効 期 間  　 ２０１８年６月１日（金）～８月３１日（金）
申 込 期 間  　２０１８年６月１日（金）9：00～６月２０日（水）
申 込 方 法  　�☎03-3733-6107�のみ　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  　 ６月１日（金）9:00から窓口で「会員証」呈示のうえ代金と引換え。 

郵送ご希望の場合、5,000円以上は別途送料400円をご負担いただきます。
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「大田区勤労者共済食事券」利用を各店舗に伝え、予約をお願いいたします。
特 典  　 ◦8/1（水）～8/31（金）にご利用の場合、チケット利用の大人1名につき小学生以下の 

　お子様１名が無料でご利用いただけます。（要事前予約）

● ラン チ ブッフェ●
利用時間  　 【１部】１１：３０～１３：００ 

【２部】１３：３０～１５：００
提供枚数  　 ランチブッフェ　100枚　
料　　金  　 大　人 2,000円（一般価格2,800円） 

※土日祝は差額800円を現地で直接お支払いください。 
※小学生は1,450円（一般価格1,800円）、 
　４歳以上未就学児は550円（一般価格800円）を 
　現地で直接お支払いください。 
※３歳以下のお子様は無料です。

● ディナ ー ブッフェ●
利用時間  　 １７：００～２２：００（120分制/ラストオーダー21:30） 

※混雑時は2部制となる場合がございます。
提供枚数  　 ディナーブッフェ　50枚　
料　　金  　 大　人 4,000円（一般価格6,000円） 

※小学生は1,850円（一般価格2,200円）、 
　4歳以上未就学児は950円（一般価格1,200円）を 
　現地で直接お支払いください。 
※３歳以下のお子様は無料です。

食事券 先着
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東京ディズニーランド®または東京ディズニーシー®の
どちらかお好きなパークに�
1日入場可能なパスポートをあっせん販売します！

申 込 期 間   2018年6月4日（月）9:00 ～ 6月8日（金）17:00［先着順］

利 用 期 間   ～2019年5月末日まで（予定）

提 供 枚 数    大人・中人・小人　合わせて300枚（1会員4枚まで）

提 供 価 格   大人（18歳以上） ：6,200円（一般価格：7,400円） 
 中人（中高生） ：5,200円（一般価格：6,400円） 
 小人（4歳～小学生） ：3,600円（一般価格：4,800円）

申 込 方 法   ☎03-3733-6107�のみ

引 き 渡 し   7月6日（金）9:00から窓口で代金と引き換え

注 意 事 項   ・申込後の変更や取り消しは一切できません。 
 ・ 郵送をご希望の場合は送料400円が会員様ご負担

となります。
 ・ お支払いに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（1,000円券）を利用することは
できません。

 ・ パークの最新情報は、東京ディズニーリゾート・ 
オフィシャルウェブサイトでチェックしてください！

   www.tokyodisneyresort.jp　※スマートフォンでもご利用いただけます。

先着

東京ディズニーリゾート® 1デーパスポート

東京ディズニーランド
デイタイムパレード

「ドリーミング・アップ！」

東京ディズニーシー
水上グリーティング

「ハピエストセレブレーション・オン・ザ・シー」

35周年のオープニングを飾る新しいパレード。
ディズニーの仲間たちと一緒に、笑顔があふれる
夢の世界へ！

東京ディズニーシーの仲間たちが一体となって 
東京ディズニーリゾートの35周年をお祝いします。

東京ディズニーリゾート®�史上“Happiest”な祭典、いよいよ開幕！
東京ディズニーリゾート®�史上最高に幸せな祭典をパークのみんなと一緒に盛大にお祝いしましょう！

©disney

東京ディズニーリゾート®からのお知らせ 
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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31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　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　

 【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１つ選んでください。
ネット受付　コンビニ決済　着払いシステム　紹介キャンペーン　プレゼント企画　
営業時間延長　休日窓口　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　
□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。
□ネット受付　　□コンビニ決済　□着払いシステム　□紹介キャンペーン　□プレゼント企画　
□営業時間延長　□休日窓口　　　□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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※3歳以上有料

※各アーティストの出演日程の
　詳細は後日の発表となります。

申込期間 　 6月1日（金）9:00～13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15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

「生きているって素晴らしい」
と共感させられるハイジの生
き方に、誰もが引き込まれて
しまいます。芝居と歌とバレ
エで構成された、子どもから
大人まで楽しめる感動的な
ミュージカル。

奇跡の共演！佐渡裕
指揮のもと全ての演
奏者と映画の登場
人物が一体となる渾
身の「ウエスト・サイ
ド物語」。映画全編
映像に合わせてフル
オーケストラ生演奏！

2015年チャイコフスキー国際コンクール第3位。ロシアの若き
俊英が待望の初来日公演決定！

【予定演目】
J.S.バッハ(ブゾーニ編)/トッカータと
フーガ ニ短調
ベートーヴェン/ピアノソナタ第8番

「悲愴」、ピアノソナタ第14番「月光」
ショパン/舟歌、幻想即興曲
ストラヴィンスキー/「ペトルーシュカ」
からの3楽章

24カ国・500都市、世
界観客動員800万人に
迫る。日本の伝統芸
術を更に進化したエン
ターテイメントとしてあ
らゆる想像を覆す最先
端の「THE 日本エン
ターテイメント」新作舞
台をお届けします。

第一部  七変化！！美幸一
座  母娘愛情物語
三宅恵介 = 企画・原案
宇田川太郎 = 企画
高橋秀樹 = 脚本
金子良次 = 演出

第二部  川中美幸オンス
テージ  人　うた　心
福家菊雄 = 構成・演出

出演： 葉加瀬太郎
鈴木雅之　 藤井フミヤ
押尾コータロー　沖仁
KRYZLER&KOMPANY
and more...！

作：ルーシー・カークウッド
翻訳： 小田島恒志
演出： 栗山民也
出演： 高畑淳子
 鶴見辰吾
 若村麻由美

「ボリショイサーカス」は1958年の日本初公演以来、今年で
来日60周年を迎えます。手に汗握る空中ブランコ、ロシアン
スウィングから熊・馬・猫・犬のサーカス、楽しいピエロも
登場して会場を盛り上げます。芸術大国ロシアが誇る、究
極のエンターテイメントサーカスを是非会場でご覧ください。

華やかな合唱、美しいアリアや二重唱など、
ヴェルディの最高傑作オペラ「椿姫」をぜひ、
アプリコでお楽しみください。

生まれてくる未来「子どもたち」
の為に、何ができるのか―。
彼らに迫る決断の時。そして
彼らの下す結論とは・・・。

指揮： 佐々木克仁
演出： 山田大輔
合唱指揮： 藤原規生
ヴィオレッタ：工藤志州
アルフレード：青栁素晴
ジェルモン：成田博之
他

三越劇場（日本橋三越本店本館6階）［三越前駅］
全席指定 3,000円（一般4,000円）
募集枚数：各10枚

①横浜みなとみらいホール（大）［みなとみらい駅］
②浜離宮朝日ホール［築地市場駅］
全席指定 2,500円（一般3,800円）
募集枚数：各10枚 ※未就学児入場不可

豊洲PIT［新豊洲駅］
全席指定 6,500円（一般8,500円）
募集枚数：10枚 ※未就学児入場不可

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

東京国際フォーラム　ホールA［有楽町駅］
S席 8,500円（一般11,500円）
募集枚数：10枚 ※未就学児入場不可
英語上映・日本語字幕あり
開演約10分前に佐渡裕のオープニングトークあり

世田谷パブリックシアター［三軒茶屋駅］
全席指定 5,000円（一般7,500円）
募集枚数：6枚 ※未就学児入場不可

横浜文化体育館［関内駅］
S指定席 4,000円（一般5,800円） 募集枚数：各10枚

葛西臨海公園 汐風の広場［葛西臨海公園駅］
ブロック指定 7,000円（一般9,500円）
募集枚数：10枚 

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 ※未就学児入場不可

2018年三越夏休みファミリー劇場
ミュージカル「アルプスの少女ハイジ」
出演者：�小川麻琴（ハイジ）・中山麻理（ロッテンマイエル）�

正木慎也（セバスチャン）・劇団東少

バーンスタイン生誕100周年記念
佐渡裕指揮「ウエストサイド物語」
シネマティック・フルオーケストラ・コンサート

セルゲイ・レーディキン
ピアノ・リサイタル

DRUM�TAO�2018年新作舞台
「RHYTHM�of�TRIBE～時空旅行記～」

川中美幸特別公演

パルコ・プロデュース2018
「チルドレン」

来日60周年記念�
2018国立ボリショイサーカス横浜公演

葉加瀬太郎サマーフェス'18
�～50thanks�evolution～

大田区民ホール・アプリコ開館20周年記念事業
アプリコ�
みんなの音楽祭

7月21日（土）�14:30
7月22日（日）�11:00

8月4日（土）　12:00

①9月14日（金）�14:00
②9月15日（土）�14:00

7月21日（土）�14:00

7月8日（日）10:30
7月14日（土）10:30
7月18日（水）10:30

9月15日(土)�18:00

7月28日（土）�13:30
8月1日（水）�11:00

8月4日(土)�14:30

7月29日(日)�15:00

抽選

抽選

抽選

抽選

抽選

抽選

抽選

抽選

抽選

©Takashi Iijima / West Side Story 
©1961 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. 
　All Rights Reserved. 
©A.M.P.A.S.

※3歳以上有料。
　大人子供同一料金。
※2歳以下の方は保護者1名に
　つき1名まで膝上無料。
　但しお席が必要な方は有料。

※全席種レジャーシート付
※未就学児入場無料、
　小学生・未就学児は、
　保護者と同伴入場
※雨天決行・荒天中止

※曲目は変更になる場
合がございます。 予め
ご了承ください。

※音楽は、エレクトーン２台と打楽器での演奏となります
  （オーケストラピット使用）

「椿姫」全３幕4場（字幕付）
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没後50年　藤田嗣治展 特別展「縄文―1万年の美の鼓動」

本展覧会は、「風景画」「肖像画」「裸婦」「宗教画」
などのテーマを設けて、最新の研究成果等も盛り込
みながら、藤田芸術をとらえ直そうとする試みです。

一般［20枚］1,000円（前売1,400円） 一般［20枚］1,000円（前売1,400円）

7月31日(火)～10月8日(月・祝)
※休室日：月曜日、9月18日（火）、25日（火）
※ただし、8月13日（月）、9月17日（月・祝）、２４日（月・休）、
　10月1日（月）、8日（月・祝）は開室
9:30～17:30（入室は閉室の30分前まで）
※金曜日は9:30～20:00（入室は閉室の30分前まで）
※ただし、8月3日(金)、10日(金)、17日(金)、
　24日(金)、31日(金)は9:30～21:00

本展は「縄文の美」をテーマに、南北に長い日本列島で育まれた
縄文時代1万年間にわたる壮大な美のうねりを体感していただこう
とするものです。国宝の「火焰型土器」や「中空土偶」をはじめ、
時期や地域を超えて優品を集め、その形に込められた当時の人び
との技や思いに迫ります。

7月3日（火）～9月2日（日）
※毎週月曜日と7月17日（火）は休館
  （ただし7月16日［月・祝］、8月13日［月］は開館）
9:30～17:00
�※金曜・土曜は21:00まで、
　日曜および7月16日（月・祝）は18:00まで 
※入館は閉館の30分前まで

先着 先着

先着

国宝　火焔型土器　新潟県
十日町市 笹山遺跡出土
新潟・十日町市蔵（十日町市
博物館保管）

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
8月5日（日） 19:00 ヴィッセル神戸
8月15日（水） 19:00 柏レイソル

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

8月5日（日） 19:00 横浜F・マリノス
8月15日（水） 19:00 サガン鳥栖
8月25日（土） 19:00 ベガルタ仙台

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

7月28日（土） 18:00 清水エスパルス
8月15日（水） 19:30 名古屋グランパス
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）

©KAWASAKI FRONTALE

©F.C.TOKYO ©Y.F.MARINOS / SCBF

※身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳をお
　持ちの方とその付添いの方（1名まで）は無料
※毎月第3土・翌日曜日は家族ふれあいの日により、18歳未満の子を同伴する保護者（都内
　在住、　2名まで）は一般当日料金の半額
※いずれも証明できるものをご持参ください
※8月15日(水)、9月19日(水)はシルバーデーにより、65歳以上の方は無料。そのため混雑
　が予想されます

東京国立博物館　平成館［上野駅］東京都美術館　企画展示室［上野駅］

※中学生以下は無料 ※中学生以下は無料

ルミネ�the�よしもと　指定席予約引換券
JR新宿駅南口すぐの「LUMINE 2」7階にある吉本の常設劇場。東京のよしもとの全劇場の中で最大のキャ
パシティを誇るルミネtheよしもとには、漫才やコントなどのネタに加え、豪華なタレントたちによる
スペシャルコメディなどが毎日公演中!!他では観ることができない芸人同士がタッグを組んだスペシャ
ルコントは週末に上演中!!盛りだくさんの公演をお楽しみください!

提 供 枚 数  　1会員4枚まで
利 用 期 間  　 6月1日（金）～9月30日（日） 

※貸切公演、特別公演、平日7/23（月）～8/31（金）は利用できません
券種 会員料金 前売料金 販売枚数
平日 1,400円 2,000円 50枚

土日祝日 3,000円 4,200円 50枚
※5歳以上有料。4歳以下保護者膝上に限り無料。
※平日 ルミネtheよしもと  夜公演(90分)は対象外です。

利 用 方 法  　 ①大田区勤労者共済で指定席予約引換券を購入してください。 
②希望観劇日の3週間前から前日までの間に、下記予約先に 
　希望公演・人数等を予約してください。予約完了後、予約番 
　号が伝えられますので指定席予約引換券に記入してください。 
③公演開演時刻30分前までに、施設のチケットカウンターに 
　指定席予約引換券をお持ちになり、指定座席券に引き換え 
　てご入場ください。

予 約 先  　 チケットよしもと引換ダイヤル 
☎0570(029)987（受付時間：12:00～18:00）

公 演 時 間
券種 開演時間

平日の部(約70分) 12:00 
※不定期 14:00 16:00

土日祝日の部 
(約110分) 11:00 13:30 16:00

※出演者情報など、詳細はホームページをご覧ください。
　http://www.yoshimoto.co.jp/lumine/

そ の 他
 ※予約がない場合は観劇できません。 
※チケットの引換時間を過ぎると、予約は自動的に 
　キャンセルとなります。
※1回で5名まで予約できます。
※予約の変更は公演日の前日まで可能です。
※平日券を土日祝日に、また、土日祝日券を平日に
　使用することはできません。
※他のサービスとの併用はできません。
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新規指定店
エフワン株式会社
○会員証呈示で特典サービスが受けられます。
弊社赤坂ショールーム又は訪問販売にてオーダースーツを
店頭価格の30％～50％ＯＦＦにて販売させて頂きます。
（一部特別提供品除く）
※店頭での割引はございませんのでご注意願います。
エフワン赤坂ショールーム
東京都港区元赤坂1-1-7
モートサイドビル３Ｆ
(東京メトロ赤坂見附駅Ｂ出口徒歩２分)
ご予約は電話にて
☎070-6692-0952または ☎03-5786-2956

お中元ギフト【三越伊勢丹　夏の贈り物】　　特別ご優待
この時期だけの限定品や企画品を多数取り揃えております。夏の贈り物、ご自宅用でもご利用いただけます。
【対象商品】　�●お中元　三越伊勢丹『夏の贈り物カタログ』掲載商品　●送料無料マーク商品は全国無料配送�

商品情報欄に　MI　記載のお品物　　・食料品　5％ご優待　・食料品以外　10％ご優待
※ご優待対象外　 ①エムアイカードでのお支払。（エムアイポイントが付与されます。） 

②三越伊勢丹各店のお中元ギフトセンターでのご用命。③セレクトオーダーシャツお仕立券。
【利用方法】　�●下記連絡先にお電話のうえ、『大田区勤労者共済の会員』である旨を告げて、「三越カタログ」 

または「伊勢丹カタログ」をご指定ください。カタログのご請求は全国より承りいたします。　
カタログ請求期間：5月30日（水）～7月1日（日）　カタログは１週間前後でお届けいたします。
お問合せ受付期間：5月16日（水）～7月31日（火）　受付時間　10：00～18：00

三越伊勢丹 
お中元受注センター

コールセンター 会員さま専用ホームページ
0120-38-3254 http://www.mistore.jp/onlinestore/benefit/

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（日）14:00
内　　容：巨人 vs ヤクルト
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11日（月）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。


