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申込期間  　7月9日（月）9:00～ （補助券の引き渡しは7月10日（火）9:00～）

申込方法  　 電話のみ ☎03-3733-6107

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）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

クラブツーリズム バスツアー補助券
先着
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ビーフ鉄板焼きなど約40種ランチビュッフェ

明野ヒマワリと標高約1900mのパノラマ 清里テラスへ空中散歩
清里高原ランチビュッフェと季節のフルーツ狩り食べ放題

日帰り

日
帰
り

各地発＝明野ヒマワリ畑（ヒマワリ観賞）＝清里ハ
イランドパーク（昼食・50分／リフト乗車）＝まき
ば公園（自由散策／ミニソフトクリームのおやつ）
＝石和（酒蔵見学・買い物）＝笛吹または勝沼（季節
のフルーツ狩り食べ放題・30分）＝各地着（17：10
～18：20予定） tyt

日
帰
り

各地発＝（どこへ行くかは当日のお楽しみ♪）＝各
地着（17：50～18：50予定） tyo

KF420
-687

中　野（7：00発） 
新　宿（7：30発）

J20・l日
K7・0・e・i・s日

KF422
-687

錦糸町（6：40発） 
東　京（7：10発）

Jf・z日
K6・t日

KF424
-687

蒲　田（6：40発） 
大井町（7：10発）

Jh日
K5・y日

8１名 328名 =同行 fなし 西東京観光バス同等

コース番号

8,990円～10,990円
無印8,990円、○印9,990円、□印10,990円

旅行代金
（おひとり）

※雲海は気象状況によりご覧いただけない場合があります　※花の見ごろは例年7月下旬～8月下旬

約40種ランチビュッフェ・50分 絶景の観光とおやつ

季節のフルーツ狩り食べ放題・30分

●シェフが目の前で焼くやわらか
ビーフステーキ食べ放題など

●標高約1900mの清里テラスまで
リフトの空中散歩

●燦々と光を浴びる夏の
明野ヒマワリ畑へ

●高原の牧場、まきば公園を
ミニソフト付きで散策

●8月7日発までは桃狩り

●8月10日以降は巨峰狩り

ランチビュッフェ
（イメージ・日によって内容が変
わる場合があります）
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※7月21日、8月12・15・16・18日は各地を30分早く出発します

8,990円～10,990円
旅行代金

（おひとり）

てんこ盛りミステリー
日帰り

金目鯛煮付けなど15種料理7種海鮮ネタ乗っけ放題食べ放題

コース番号 無印8,990円、○印9,990円、□印10,990円
JM660
-687

中　野（7：30発） 
新　宿（8：00発） J2・t日Kw・p日

JM662
-687

錦糸町（7：30発） 
東　京（8：00発） J12日Kt・h日

JM665
-687

蒲　田（7：30発） 
大井町（8：00発） 
五反田（8：20発）

J5・a日K5・y・i日

8１名 328名 =同行 fなし
西東京観光バス同等

2食付き！マグロの柵や地元銘菓などドドーンと20ポイント

グルメ！
絶景！
季節の花！

●1金目鯛煮付けなど
　15種食べ放題（50分）
●2○○コシヒカリ食べ放題
●3さらに○○コシヒカリの上には
　7つのネタ乗っけ放題
●4○○かじめ汁飲み放題 ●5菜の花漬
●6落花生 ●7わたあめ ●8マグロ角煮
●9地元グルメ○○○○も食べ放題
●0カレーパンの夕軽食

食べ放題の昼食＆夕軽食

●q約10万本！夏の太陽を
　浴びるヒマワリ畑の丘へ
●w願いがかなう？
　○○○も見下ろす幸せの鐘
●e眺望抜群！
　とある海を見下ろす展望台
●r○○○のシンボル！
　○○に面する公園散歩
●t壁画の浮かびあがる壁泉
●y元首相ゆかりの海沿い庭園

絶景・観光地

●u地産野菜が豊富な市場
●i○○○○の海の幸
　ずらり！とある市場

買い物

●oマグロ柵約180g
●p地元銘菓1個
※●o・●pは旅行代金に
　含まれます

お持ち帰り

ドドーンと20のメガ盛りポイント

マグロ

ヒマワリ

（イメージ）

（イメージ）

金目鯛煮付けなど
15種食べ放題！

昼食（イメージ）
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日帰り ２食付き！歩いて渡れる無人島・沖ノ島！さらに野菜詰め放題も！
活イセ海老・活蝦夷アワビ・活ホタテ・活ハマグリ！さらにトロサンマなど食べ放題！
房総産イセ海老漁解禁企画！海の幸食いだおれ！

日帰り マイナスイオンたっぷり濃溝の滝と房総半島の最南端・野島崎の自由散策
ネタ乗っけ放題海鮮丼・郷土料理なめろう・パンケーキも食べ放題
もってけ約2㎏・房総てんこ盛り！夏のお楽しみ18ポイント

日帰り パワースポットの参拝も
焼津で寿司18種・うなぎひつまぶし含む５種食べ放題
ロープウェイで久能山東照宮と駿河湾クルーズ

日帰り 話題のスポット東京ミッドタウン日比谷や都内のホテルでバイキング
案内人付き！築地散策と食べ歩き 納涼クルーズ
迎賓館赤坂離宮本館内部見学 東京プレミアム2018

8,990円～10,990円
7,990円～10,990円

9,990円～11,990円

9,990円～10,990円

8１名 328名 =同行 fなし
バス会社 中央観光同等

8１名 328名 =同行 fなし
バス会社 中央観光同等

8１名 328名 =同行 fなし
バス会社 西東京観光バス同等

8１名 328名 =同行 fなしバス会社 日の丸自動車興業同等

JT165
-687

練　馬（7：50発） 中　野（8：20発） 
新　宿（8：40発）

Kp・h日
L7・11・t日

JT167
-687

一之江（7：50発） 錦糸町（8：20発） 
東　京（8：40発）

Kh日
L6・14日

JT168
-687

渋　谷（7：50発） 大井町（8：20発） 
蒲　田（8：40発） L3・y日

JT330
-687

練　馬（7：20発） 
新　宿（8：00発）

K1・9・w日
L7日

JT332
-687

一之江（7：00発） 
錦糸町（7：30発） 
東　京（8：00発）

K4・t・j日
L3日

JT333
-687

渋　谷（7：00発） 
大井町（7：30発） 
蒲　田（8：00発）

K0・r日
L2日

KE380-687 中　野（7：20発）　
新　宿（7：50発）

Jr・23日 Kw・s日
L1・14日

KE383-687 東　京（7：40発）J20日 L9日
KE385-687 渋　谷（7：50発）L7日

JH250
-687

練　馬（9：00発） 
新　宿（9：30発）

J12・23・k日
K9・e・23日

JH252
-687

錦糸町（9：00発） 
東　京（9：40発）

J17・27日
Kw・23日

JH253
-687

蒲　田（9：00発） 
大井町（9：30発）

J19・31日
Kr・30日

コース番号 コース番号

コース番号

コース番号

日
帰
り

各地発＝〈東京湾アクアライン・海ほたる〉＝沖ノ島（歩いて渡れる無人
島）＝富浦または館山（イセ海老漁解禁！5つの活と4つの食べ放題の昼
食・60分）＝富浦（詰め放題／つかみ取り体験）＝崖観音（見学）＝富津岬

（展望台から東京湾を一望！）＝各地着（18：00～18：50予定）  tyu

日
帰
り

各地発＝君津（買い物／足湯）＝濃溝の滝（見学）＝鴨川（カステラ食べ比
べ）＝白浜（昼食・50分）…野島崎（自由散策）＝富浦（詰め放題体験）＝君
津（酒蔵見学と地酒の飲み比べ）＝各地着（17：20～18：20予定） tyo

日
帰
り

各地発＝焼津（寿司食べ放題の昼食・45分）＝日
本平Q（日本平ロープウェイ）Q久能山東照宮（参
拝）Q日本平＝清水R（駿河湾ミニクルーズ）R三
保桟橋＝各地着（18：40～20：10予定） tyt

日
帰
り

各地発＝迎賓館赤坂離宮＝築地＝都内ホテル（約30種バイキ
ング・60分）＝お台場R（東京湾クルーズ）R日の出＝東京ミッ
ドタウン日比谷＝各地着（17：00～18：30予定）  tyt

旅行代金（おひとり） 旅行代金
（おひとり）

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
無印7,990円、○印8,990円、
●・□印9,990円、■印10,990円

無印9,990円、○印10,990円、□印11,990円

無印9,990円、○印10,990円

※8月の土・日発は各地を30分早く出発します　※ポイントの0・t～iは旅行代金に含まれます

※8月12日は各地を30分早く出発します

※●印はトイレ付きバス

昼食（45分・イメージ）
※日によって内容が変わる場合あり

クルーズ（イメージ）

※ 迎賓館の一般公開が未定のため予約の希望のみ
の受け付け、公開日の発表後に書類の発送を
もって正式に予約完了となります

◆旅行サービスの内容・発着時間等は2018年6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　神木良彦　管理番号80416

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。

1マグロ・サーモン・地魚などネタ乗っけ
放題！海鮮丼食べ放題 2郷土料理なめろうも食
べ放題 3カニ汁4サザエカレーも食べ放題 5あ
ま～いパンケーキ食べ放題 6サラダバーも食べ
放題 ※1～6の食べ放題は50分 7オーシャン
ビューホテルの食事会場 8カステラ食べ比べ 
9アサリご飯の夕軽食 0ゴーフレットのおやつ

qマイナスイオン！濃溝の滝 w野島崎自
由散策 e老舗酒造の酒蔵見学 r足湯もお楽しみ

t 新 鮮 野 菜 と フ
ルーツ合わせて約1kg y海産物約1kg uピー
ナッツバター詰め放題（約100ｇ） i千葉銘菓な
どおやつ詰め放題！※8×14㎝の袋

●1 国産活イセ海老（約100g）●●2  活蝦夷アワビ
●3 活ホタテ●●4 活ハマグリ●●5 活サザエ
●1 トロサンマ●2 漁師飯●3 漁師汁●4 赤エビ

●●5つの活と ●4つの食べ放題 食事

観光

お持ち帰り＆詰め放題

ビーチ遊び
フルーツトマト収穫

バター作り体験♪

JT300
-687 新　宿（8：00発）Jl日

K4・8・e日
JT302
-687

錦糸町（7：50発） 
東　京（8：20発）K7・w日

JT304
-687

渋　谷（7：40発） 
大井町（8：20発）Kq日

コース番号 無印8,990円、○印9,990円、□印10,990円

日
帰
り

各地発＝〈東京湾アクアライン・海ほたる〉＝
君津（買い物）＝命泉（昼食／バター作り／昆
虫採集など）＝濃溝の滝（見学）＝上総湊海水
浴場（ビーチ遊び）＝富浦（収穫体験／夕軽
食）＝各地着（18：30～19：10予定） oyo

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）

お楽しみ18ポイント

房総わんぱく夏休み
日
帰
り

日
帰
り

※8月11～13日は各地を30分早く出発します ※ポイントの8・u・iは旅行代金に含まれます

房総わんぱく房総わんぱく
山だ！ お楽しみ

房総わんぱく房総わんぱく房総わんぱく房総わんぱく
ビーチだ！流しそうめんや

ミニBBQなど

3食付き

●●1流しそうめんの昼食
●●2作ったバターで！
　ミニBBQの夕軽食
●●3選べるシロップ！
　かき氷食べ放題・30分
●●4アイスまたは
　ヨーグルトに
　はちみつかけ放題
●●5ウェルカムドリンク！
　はちみつレモンジュース
●●6メロンパンの朝軽食

食事
●●7ビーチで水遊び
●●8子供のお楽しみ⇒
　昆虫採集カブトムシを
　捕まえろ！
　※大人のお楽しみ⇒
　新鮮野菜の持ち帰り
●●9夏休み自由研究！ミツバチ生態調査
●●0フルーツトマト収穫体験
●●qシェイク！シェイク！バター作り体験！
●●w天然水を使用した｢足湯」もお楽しみ
●●eスイカ割り 
※バス１台にスイカ２つ
●●r車内抽選会
●●tバス車内でアニメ放映
●●yトイレ付きバスで運行

観光

●●uびわゼリー（1つ）
●●iピーナッツせんべい（1つ）

おやつ

8１名 328名 =同行 fなし 
バス会社 西東京観光バス同等

7,990円～9,590円
無印7,990円、○印8,990円、□印9,590円コース番号

KF450
-687

中　野（8：10発） 
新　宿（8：40発）

J24・k日
K3・7・9・
　　q・t日

KF452
-687

錦糸町（8：00発） 
東　京（8：30発）

J30日
K4・e・y日

KF453
-687

蒲　田（7：50発） 
大井町（8：20発）

Jl日
Kq日

KF455
-687

五反田（7：40発） 
目　黒（8：00発） 
渋　谷（8：30発）

K6日

※土・日・祝日および8月13・15日は各地を30分早く出発します
日帰り 各地発＝御坂農園＝ハーブ庭園＝シャトー勝沼＝各地着（18：00～19：00予定） tyt

日
帰
り山梨わんぱく大冒険全日程

トイレ付き
バスで運行

キッズ（3歳～小学生以下）のお楽しみ
●虫かご＆餌付き！カブトムシ

またはクワガタ採集
（メス･オス各１匹）

●マスのつかみ捕り１匹
（塩焼きでご賞味♪）

●わくわくスイカ割り
●空クジなしのじゃんけん大会
●流しそうめん
●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
●隕石の重さ実験

みんなのお楽しみ
●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）
●カレー4種食べ放題（50分）

（チキン・野菜・キーマ・ホワイト）　
●ハンバーグ1個 ●スイカのおやつ
●季節の花観賞（ヒマワリ

またはコスモス）
●ウサギとふれあい
●蛇口からピーチティーごくり
●ブドウジュース＆ブドウ酢
●バス車内でお子様向けアニメ上映
●恐竜の化石見物

大人のお楽しみ
●ワイン工場見学
●ワインミニボトルお持ち帰り

フルーツ狩り体験！
車内でアニメの上映も

イセ海老

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）　

●
●
●

7,990円～9,590円

fureai_1807_ura.indd   2 2018/05/25   6:27
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屋形 de 花火 船上からの絶景花火 屋形船
地元・羽田から屋形船に乗って、花火と料理を楽しむコースです。
メニュー  　お通し、おつまみ、刺身舟盛り、季節のお弁当、味噌汁 

　　　　　　おしんこ、デザート、飲み放題付き
日　　時  　8月15日（水）18：00出船
集合場所  　①船宿「かめだや」前　　17：45 

　　　　　　　大田区羽田2-31-13（京急大鳥居10分）☎03-3741-1258 
　　　　　　②JR蒲田駅東口交番前　17：30（無料送迎バス）
申込期間  　 7月9日（月）9：00 ～ 7月13日（金）17：00まで
募集人数  　 50名（1会員4枚まで）
料　　金  　 おとな　8,000円（一般価格 10,800円） 

こども　4,500円（一般価格  5,500円）
申込方法  　 電話のみ ☎03-3733-6107
当選連絡  　 7月19日（木）当選者のみに連絡
利用方法  　  ◦当日、現地受付または運転者に利用券をお渡しください。 

◦申込時に無料送迎バスの利用の有無をお伝えください。 
　（JR蒲田駅東口交番前　17：30発） 
　※席数に限りがあります（36席）。

注意事項  　 ◦申込後の変更や取り消しはできません。 
◦「大田区花火の祭典」が中止の場合は、お台場周遊コースとなります。 

抽選

ホテルオークラ東京ベイ
「レストランフォンタナ」

ヨーロッパの宮殿を思わせる優雅な外観やオープンエアの中庭など南欧リゾート漂うホテル。 
シェフのおすすめのメイン料理はお好みでチョイス。18種類のサラダに2種類のスープ、 
パティシエによるデザートなど優雅なランチタイムをお楽しみください。

所 在 地  　千葉県浦安市舞浜1-8
予 約 先  　047-355-3345（直通）
営業時間  　12：00～14：00
メニュー  　 シーズナルセレクトランチ
メニュー内容  　 ◇メインディッシュ※お好きなメイン料理を一品お選びいただきます。 

◇スープ2種、サラダ18種はブッフェスタイル 
◇パティシエによるデザート（大人料金の方のみ）を 
　お一人様おひとつご用意。 
※シーズンによってバイキングのみの設定をさせていただいている 
　期間もありますのでご了承下さい。

申込期間  　 7月9日（月）9：00 ～ 7月20日（金）17：00まで
申込方法  　 電話のみ ☎03-3733-6107 

種別と枚数、会員番号、氏名、電話番号をお伝えください。
料　　金  　 2,000円※お子様のご利用は現地にて優待価格で提供します。
利用期間  　 7月10日（火）～8月31日（金）
提供枚数  　 1会員４枚まで
引き渡し  　 7月10日（火）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。 
　　　　　　・食事券の申込後、お早めに店舗へ「大田区勤労共済の食事券」と 
　　　　　　　伝えて予約し、当日食事券をご持参ください。 
　　　　　　・食事券の価格はすべて税・サービス料込です。 

食事券

先着
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開催期間   平成30年9月9日（日）～9月23日（日）の15日間 
開場8:00－打出し18:00

場　　所  両国国技館［両国駅］
申込期間  7月2日（月）9:00 ～7月13日（金）17:00
提供枚数  1会員イス席は2席、マスは1マスまで
申込方法  電話のみ ☎03-3733-6107
当選連絡  8月15日（水）午前中当選者へのみ電話連絡
注意事項   ◆チケットの入手状況が確定するのは、8月中旬の予定です。 

　お申込みいただいてからしばらく時間が空きます。 
◆申込後の変更や取り消しはできません。 
◆希望の日と席種を第三希望まで決めてからお申し込みください。 
◆席代には４千円相当のお弁当や飲物代が含まれています。

大相撲九月場所 抽選

提供価格  （ ）内は一般価格

イスA席 11,000円 
（13,000円） 1名あたり

イスB席 8,200円 
（9,600円） 1名あたり

マスB 51,600円
 （60,400円） 最大4名まで

マスC 47,600円 
（56,000円） 最大4名まで

平日マスC 23,800円 
（28,000円） 最大2名まで

横浜港サマーナイトクルーズ
横浜港の夜景・生演奏・食べ放題ブッフェ＆フリードリンクのディナークルーズです。 
ベイブリッジをくぐったり、カモメを間近で見たり、と船上ならではのお楽しみをどうぞ。
利用期間  　 7月6日（金）～9月30日（日）の毎日

申込期間  　7月2日（月）9：00～<先着順>

提供枚数  　１会員４枚まで

提供価格  　 おとな 4,500円 （6,000円） / シニア[65歳以上]・中高生 3,500円 （5,000円） 
小学生 2,500円 （3,500円） / 幼児[3～5歳] 500円 （1,000円） 

（ ）内は一般価格

申込方法  　電話のみ ☎03-3733-6107

引き渡し  　 7月3日（火）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。

利用方法  　 ①勤労者共済に申込み、代金と引き換えに利用券を受け取ってください。 
②横浜ポートサービス予約センター ☎045-671-7719（10:00 ～ 18:30）へ 
　予約してください。 
③当日、受付に利用券を渡してください。

注意事項  　 ◦申込後の変更や取消はできません。 
◦乗船手続きの締切時間などの詳細情報は、予約時に確認してください。

先着

[乗 船 場 所]　山下公園発着所
[クルーズ時間]　18:30～20:00
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申込期間 　 7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 　 電話のみ ☎03-3733-6107 

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7月19日（木）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

客席への扉を開けたときから『キャッツ』は始まっている。
30余年もの間、次から次へと新しい人 を々引きつけ、日本
上演回数10000回を見据える『キャッツ』。驚異的なロング
ランを続ける魅力――それは､ 人々がミュージカルと聞い
て連想するイメージを越えた独創性にあります。

曲目
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第29番「ハンマークラヴィーア」
ラフマニノフ：前奏曲 作品23＆32　より抜粋

公演当日、笑いす
ぎによる、シワの
増加、ストレス解
消、寿命延長、ダ
イエット効果等が
出てしまっても責任
はもてませーん！で
も、見終わった後
は、幸 せ 一 杯に
なっているでしょう。

キャッツ・シアター［大井町駅］
S席大人 9,000円（一般11,880円）
S席子ども 4,000円（一般5,940円） ※3歳以上有料
募集枚数：合わせて20枚 ※2歳以下入場不可

川崎市スポーツ・文化総合センター［川崎駅］
S席 2,000円（一般3,000円）
募集枚数：各10枚 ※3歳以上有料

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

サントリーホール［溜池山王駅］
S席 16,000円（一般21,000円）
募集枚数：10枚 ※未就学児入場不可

東急シアターオーブ(渋谷ヒカリエ11階）［渋谷駅］
S席 9,000円（一般11,800円） ※未就学児入場不可
募集枚数：10枚 ※英語上演／日本語字幕付き

明治座［人形町駅］
S席 6,000円（一般8,500円）
募集枚数：各10枚 ※未就学児入場不可

神奈川県民ホール［日本大通り駅］
全席指定 4,000円（一般5,800円）
募集枚数：各10枚 ※5歳以上有料（4歳以下膝上無料）

横浜アリーナ［新横浜駅］
全席指定 6,000円（一般8,000円）
募集枚数：20枚 ※未就学児入場不可

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

劇団四季「キャッツ」

HUGっと ! プリキュア 
ドリームステージ♪
～フレフレ！めちゃLOVE♥レビュー～

山内惠介 
東京・明治座 初座長公演

巨匠への道を歩む永遠のスター！ 
エフゲニー・キーシン 
ピアノ・リサイタル

ミュージカル オペラ座の怪人 
～ケン・ヒル版～

志村けん一座 第13回公演
志村魂「一姫二太郎三かぼちゃ」

ものまねエンターテイメント　
コロッケコンサート2018　
笑う“顔”には福来たる

千住真理子　
ヴァイオリン・リサイタル

9月8日（土） 13:30

8月25日（土） 
11:15
14:30

11月6日（火） 19:00

9月1日（土） 12:30

10月7日（日） 
14:00
17:30

10月6日（土） 15:00

9月22日(土) 15:00

抽選

抽選

抽選

抽選

抽選

抽選

抽選

抽選

・入場者特典有ります！
・ドリームステージだ

けのオリジナルストー
リーとライブが楽しめ
ます！

・ダンスレクチャータイ
ムは写メが撮れます！

・特定商品の購入で
プリキュアたちとハイ
タッチができます！

第一部  1963年 父の青春 
僕はあの日の高校3年生 
作：金沢知樹 
演出：八木橋 修

第二部  ゴールデン歌謡ショー 
惠介のヒットパレード2018 
構成・演出：戸田修一 
歌謡ショー司会： 
垣花正アナウンサー／ 
上柳昌彦アナウンサー

※各公演どちらかが登場いたします

8月 8日（水） 11:00
8月11日（土） 16:00
8月12日（日） 11:00

8月18日（土） 17:30
8月19日（日） 13:00
8月24日（金） 13:00

抽選

怪人降臨。東
京にオペラ座の
怪人が帰ってく
る!絶 望に生き
る男、 希 望に
生きる女。愛す
るが故の悲劇。
これが原点!究
極のクラシック・
ミュージカル、
待望の再来日
公演!

出演：志村けん、ダチョウ倶楽部（肥後克広・寺門ジモン・
上島竜兵）、桑野信義、浅香唯

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 

指導：上妻宏光
2幕：2場　 『一姫二太郎三かぼちゃ』 

－松竹新喜劇より－ 
原作：茂林寺文福　 
潤色：ラサール石井 
協力：松竹新喜劇 【出演者】 千住真理子（ヴァイオリン）、千住明（作曲家）、

山洞智（ピアノ）
幻の名器ストラディヴァリウス“デュランティ”と運命的な出会
いを果たした千住真理子の奏でる名曲の数 を々お楽しみ
ください。スペシャルゲストに千住明氏を迎え、兄妹での
出演が実現します。

キーシン©Sasha Gusov licensed to EMI Classics

撮影：堀勝志古

©ABC-A・東映アニメーション
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抽選  ＦＣ東京／味の素スタジアム
開催日 時　間 対戦相手

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  横浜F･マリノス／日産スタジアム
開催日 時　間 対戦相手

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）

©Y.F.MARINOS / SCBF

1980年代。新しいモノ・コトに対する興味、チャレンジする精神、そして実行・実現出来
るパワーが国中に満ちあふれ、日本独自の「文化」が次 と々生まれました。
1980年代に誕生したこれらの「文化」は、間違いなく2010年代に生きる私たちにとって無く
てはならないものとして「今」を形づくり、そのいくつかは現代日本を世界に発信する役割を
果たす程になっています。つまり2010年代は、1980年代に生まれた文化が成熟した時代
なのではないでしょうか。
本展覧会は、現代日本文化のエポックとなる1980年代の文化を「青春グラフィティ」として
俯瞰し、現代とのつながりを確認しつつ、その活気の源を世代を越えて体感・共有するこ
とで、懐古的な楽しさを越えるメッセージとして発信いたします。

8月1日（水）～8月13日（月）　10:00～18:30【19:00閉場】
※最終日は17:30まで【18:00閉場】

先着

日本橋三越本店 新館7階催物会場［三越前駅］

一般［20枚］ 300円（前売600円）

「夏はウルフェス！」の合言葉でお馴染みの夏の
ファミリーイベント「ウルトラマンフェスティバル」。
今年のテーマは「ウルトラ兄弟VS怪獣・星人軍
団！」。ウルトラ兄弟と怪獣・星人1587体が会場
に集結！

7月20日（金）～8月27日（月）
〈第1部〉 7月20日（金）～8月6日（月） 

※休業日：8月7日（火）
〈第2部〉8月8日（水）～8月27日（月）
10:00～17:30
※最終入場17:00まで

先着

©円谷プロ

サッカーJ1
提供枚数  1会員1試合4 枚まで。3試合まで申込可
注意事項  申込後の変更や取り消しはできません。

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24日（金） 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）

©KAWASAKI FRONTALE

©F.C.TOKYO

大人（中学生以上）［20枚］  1,300円（前売1,900円）
こども（3歳～小学生）［20枚］ 800円（前売1,200円）

池袋・サンシャインシティ 
文化会館4F 展示ホールB［池袋駅］

※2歳以下無料

東京ジョイポリスとは東京・お台場にある国内最大級の屋内型テーマパークです。屋内型の遊園地 
ですので、外の気温や天候に左右されることはなく、雨の日でも快適に遊ぶことが出来ます。 
詳しくはホームページをご覧ください。　
有効期限  平成30年8月1日（水）～平成31年1月31日（木）
引き渡し  8月1日（水）9:00～窓口で現金と引き換え。
料　　金  2,500円（一般料金　大人18歳以上：4,300円、小中高生：3,300円）
所 在 地  港区台場1-6-1　DECKS　Tokyo Beach３F～５F
休　　日  不定休（年1回程度）ホームページをご覧ください。

先着

レゴ®ブロックの楽しさを知る、見る、感じる、体験型アトラクションがいっぱい！ 
300万個を超えるレゴ®ブロックに囲まれた屋内型レゴ®テーマパーク。恐竜が住む 
島を探検する新アトラクション、「ダイノ・エクスプローラー ～探検！恐竜王国！～」が登場！
有効期限  平成30年8月1日（水）～平成30年12月31日（月）
引き渡し  8月1日（水）9:00～窓口で現金と引き換え。
料　　金  1,500円（一般料金　3歳以上：2,500円）※大人のみの入場不可
所 在 地  東京都港区台場1-6-1デックス東京ビーチ アイランドモール 3階 LEGO, the LEGO logo, the Brick and Knob configurations, the Minifigure and 

LEGOLAND are trade marks of the LEGO Group. © 2018 The LEGO Group. 

東京ジョイポリス http://tokyo-joypolis.com/

レゴランド・ディスカバリー・センター東京 https://www.legolanddiscoverycenter.jp/tokyo/

抽選

抽選
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仮面ライダー×スーパー戦隊「Wヒーロー夏祭り2018」
「仮面ライダースーパーステージ」
自由席付 前売券

現在放送中の「仮面ライダービル
ド」、「快盗戦隊ルパンレンジャー
vs警察戦隊パトレンジャー」のほ
か、大人気のヒーローたちが会
場に登場 ！ アクションステージ『仮
面ライダースーパーステージ』をは
じめ、親子や友達同士で楽しめ
るプレイランドや、景品がもらえる
縁日コーナーなど、充実した内容
でみなさまをお待ちしております！
今年の夏も、Wヒーロー夏祭りで
最高の思い出を作ろう！

8月4日（土）～23日（木）
10:00～17:00
※最終入場は16:30
7月27日（金）まで販売

東京ドームシティ プリズムホール
大　人（中学生以上）［20枚］ 1,300円（一般前売価格（自由席券付）：1,900円）
こども（３歳以上）［20枚］ 1,000円（一般前売価格（自由席券付）：1,600円）

先着親子で、ファミリーで、カップルで、友達同士で、もちろんおひとりでも！
1枚でいろいろ楽しめる、お得なイースタン・リーグの観戦チケット。
試 合 日  2018年8月15日（水）、8月16日（木）
有効期間  上記開催日のうち、いずれか1日利用可
提供価格  入場券（大人・こども共通）900円 （大人2,620円相当）
提供枚数  30枚 1会員4枚まで　8月8日（水）まで販売
内　　容

①イースタン・リーグ公式戦「読売ジャイアンツ 対 東北楽天ゴールデンイーグルス」 
内・外野自由席入場券（開場 16:00／試合開始 18:00）

②芝生で遊ぼう！（東京ドームのグラウンドでベースランニングなどを楽しめます!） 
12:00～13:00（最終入場 12:30まで） 
※大変混雑が予想され、来場が遅くなりますと入場できない場合がございます。

③「東京ドームシティ アトラクションズ」アトラクション1回券 
※シアターGロッソ、お化け屋敷（17：00以降）、コインゲーム、スーパー戦隊ランド、他特別興行は利用不可

④「スポドリ！」メダル1枚引換券 
※フロントでバッティングまたはピッチングコーナーを利用できる共通メダル1枚と引換

⑤「野球殿堂博物館」入館券

先着

親子で1日楽しめる！遊び満載！お得な 
東京ドーム イースタン・リーグ入場券

東京ドームシティ 夏のイベント
申込期間  7月2日（月）9：00～［先着順］　　 申込方法  電話のみ ☎03-3733-6107

事務局からのお知らせ
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。 
※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。

第2回会費引落しは7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。

毎年8月は会報休刊月です！  

最新情報やお知らせは、ウェブサイトでご確認ください。http://www.pio-ota.jp/fureai/

夏季区営プール
区営の3プールが利用できる共通券です。
◦平和島公園プール（平和島駅）
◦萩中公園プール（大鳥居駅）
◦東調布公園プール（御嶽山駅）
提供枚数  1会員大人券・小人券　各22枚まで
提供価格  大人（高校生以上）300円（一般価格360円） 

　　　　　小人（中学生以下※）80円（一般価格100円） 
　　　　　　※夏季は1歳から有料。0歳から入場可。
申込方法  ☎03-3733-6107または窓口（FAX・メール不可）
注意事項  プールごとに利用時間などが異なります。

夏季プール等利用補助券
年1回発行の『夏季プール等利用補助券

（6枚綴り）』をこの会報に同封しました。
紛失の際にも再発行はできませんので、ご注意
ください。
申込方法   各施設の窓口で券を提出し、 

会員料金をお支払いください。
注意事項    ◦営業時間や定休日など最新 

　情報は、各施設へ直接お問 
　合せください。 
◦1枚につき一人1回限り有効 
　です。


