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ホテル椿山荘 東京
木春堂（Mokushundo）

庭園の木立の奥にひっそり佇む「木春堂」。
半世紀以上の時の移ろいを刻んだ、

昭和モダンの雰囲気の中
富士山溶岩石の石焼会席やオリジナル茶釜会席を

お召し上がりいただけます。

文京区関口 2-10-8 
有楽町線「江戸川橋」駅より徒歩約10分 または JR「目白」駅他からバス約10分

レストラン予約：03-3943-5489（9:00～20:00）
利用期間  　2018年9月3日（月）～2018年10月31日（水）
申込期間  　2018年9月3日（月）～9月18日（火）
提供枚数  　 1会員4枚まで 

ランチ▶100枚　ディナー▶50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  　 9月3日（月）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、予約してください。

● ラン チ ●
メニュー  　 前菜、造り、口直し、焼物材料、温物、食事、デザート
利用時間  　 平　日　　　11:30～14:30（L.O.） 

土日祝　　　11:30～15:00（L.O.）
料　　金  　 大人（全日）　4,000円（一般価格6,050円） 

※ビール、スパークリングワイン、 
　ソフトドリンク1杯付

● ディナ ー ●
メニュー  　 前菜、造り、箸休め、焼物材料、温物、食事、デザート
利用時間  　全　日　　　17:00～20:00（L.O.）
料　　金  　 大人（全日）　5,500円（一般価格8,800円） 

※ビール、スパークリングワイン、 
　ソフトドリンク1杯付

食事券 先着
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福利厚生プログラムでおトクに海外旅行を
H.I.S.ベネフィットデスクのご案内

弊社取扱のパッケージツアーを、ご旅行代金に応じて優待割引
料金にてご利用いただけます。
※割引は2親等以内のご家族様にもご利用いただけます。　※一部対象外、
取扱不可の商品がございます。詳しくはお問い合わせください。

旅行代金(手数料諸税除く）

～ 49,999円

50,000円 ～

割引特典

BENEFIT COUPON 1,000円分
次回ご旅行にご利用になれます。

2% 割引
ご旅行代金お1人様あたり

海外・国内ツアー代金の優待割引

専用WEBサイトをご提供

他社旅行会社の商品も取扱可能です。

オリジナルブランド

会員様のみが閲覧いただける専用ページをご用意しております。
専用ページには最新の商品、特別料金などお得な情報が盛りだくさん。
お問い合わせフォームなら24時間受付が可能です。

お取扱商品

提携企業・団体様に限りご利用いただける、H.I.S.の優待
サービスです。ご利用方法などご不明な点は、お気軽に
ベネフィットデスクへお問い合わせください。

お問い合わせの際は「大田区勤労者共済の会員」とお伝えください。

<専用URL> 
https://www.his-benefit.com/index.php?sub=2685831051&company_id=skhzohreh1

お電話または専用WEBサイトのお問い合わせフォームよりお申込みください。

特典の内容は予告なく変更となる場合がございます。
なお、一般のH.I.S.店舗では特典サービスは行っておりません。予めご了承ください。ご予約はベネフィットデスクまで！

み休］祝・日［ 03：51‒00：01］土［ 03：81‒00：01］金～月［

tb-hojin-benefit@his-world.com

国内旅行 0570-300-890
海外旅行 0570-300-390

ご利用期間：2018年9月1日（土）～9月30日（日）※土日祝日を含む全日
コーポレートプログラム第1回「サンクス･フェスティバル」パスポートのご案内

コーポレートプログラムは、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。
上記期間中に「東京ディズニーランド®」または「東京ディズニーシー®」いずれかのパークを１日利用できます。
※入園制限中のパークでは利用できません。
※チケット販売場所や注意事項は、下の購入申込書をお読みください。
パスポート料金　 大人[18歳以上] 6,800円（7,400円）

（ ）内は通常価格　 中人[中･高生 12～17歳] 5,900円（6,400円） 
小人[幼児･小学生 4～11歳] 4,400円（4,800円） 
※平成30年度コーポレートプログラム利用券（配布済み）を併用できます。

利 用 対 象 者 　会員とその家族
購 入 方 法 　 下記の「パスポート購入申込書」に必要事項をすべて記入しチケット販売窓

口に提出してください。
期間外の利用 　 本パスポートを、実施期間外に利用（変更）する場合、チケット販売窓口に

て、利用当日の通常料金との差額と変更手数料（200円）が別途必要です。 
※券面印字の有効期限内のみ

1  0  1  5

大田区勤労者共済

新規指定店 
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1冊に10ポイント！あそぶ？たべる？それともくつろぐ？使い方はあなた次第!! 
得10チケットを使って、東京ドームシティを満喫しよう！

申 込 期 間 　9月3日（月）9:00～
引 き 渡 し 　9月4日（火）9:00～
利 用 期 間 　購入日～2019年3月31日（日）
提 供 価 格 　2,500円（最大6,200円相当）
提 供 枚 数 　1会員年度内10冊まで
申 込 方 法 　電話のみ ☎03-3733-6107
注 意 事 項 　 ◦申込後の変更や取り消しはできません。 

◦使い切れなかったポイントは有効期限内であれば 
　後日使用可能です。ただし、切り離しは無効。 
◦ポイントに現金及び他のチケットやサービスを併用して利用することはできません。 
◦シアターGロッソ「ヒーローショー」、読売巨人軍公式戦（クライマックス・日本シリーズは引換不可）、
　宇宙ミュージアムTeNQは、売り切れの場合チケットの引換えができません。 
◦「リラッサ」「アーティスト カフェ」「バルコ」は、利用除外日を設ける場合がありますので、事前に確認 
　してください。 
◦営業時間、利用制限（年齢、身長等）は各施設によって異なります。予告なく施設及びサービス内容の 
　中止または変更をする場合がありますので、購入や来場の前に確認してください。 
　詳しくは https://www.tokyo-dome.co.jp/toku10/ 
　【東京ドームシティわくわくダイヤル】☎03-5800-9999

得10チケットは東京ドームシティでも直接買えます！大田区勤労者共済の会員証を呈示すれば、
勤労者共済で販売していないチケットや、現地で急にチケットが必要になっても各種チケットを
法人会員料金でお得にお求めいただけます！
利 用 方 法 　 利用日当日に東京ドームシティ ミーツポート2F「法人サービスカウンター」で会員証を呈示し、料金をお

支払いください。（現金・クレジットカードがご利用いただけます。）
購入可能枚数 　1日につき1会員各券種10冊まで

東京ドームシティ 得10（とくてん）チケット

1冊（10ポイント）利用例 友達2人でシェア！
●サンダードルフィン【3P】×2名
●野球殿堂博物館入館【1P】×2名
● 「ホットドッグスタンド」ソフトクリーム1個 

またはソフトドリンク1杯【1P】×2名　合計10P
（最大3,960円相当）

2冊（20ポイント）利用例 家族4人でシェア！
● スパニッシュ・イタリアン「バルコ」ランチ 
【4P】×4名

● スポドリ！バッティング＆ピッチング共通メダル
1枚【1P】×4名　合計20P（最大6,784円相当）

得10チケット ポイント利用例

先着
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～大田区で暮らす人、働く人に贈る～

PiO 避難訓練 寄席
もしも公演中に火災が発生したらどのように行動すればよいでしょうか。 
大田区産業プラザでは予想がつかない災害に備え、 
皆様にご参加いただく「避難訓練」を実施します。
日　　時  　2018年10月10日（水）　9:30開場　10:00～12:00
会　　場  　大田区産業プラザPiO　4階　コンベンションホール
参 加 費  　無料
申込方法  　 9月21日（消印有効）までに「往復はがき」か「HP（https://www.pio-ota.net/）」から、 

①住所②氏名③電話番号④参加人数⑤会員番号を明記の上、 
お申し込みください。 
郵送・問合せ先： 〒144-0035大田区南蒲田1-20-20大田区産業プラザPiO3階 

（公財）大田区産業振興協会 施設サービス係 避難訓練寄席係 
メール　shisetsu@pio-ota.jp　☎03-3733-6477

当落通知  　 9月25日に当落通知をします。はがきでの応募の場合は通知はがきを9月25日 
に投函します。10月8日までに返信がない場合はご連絡ください。

参加特典  　 ★防災備蓄食料配布　★映画チケット1枚700円にて販売（1会員4枚まで、10月10日のみ） 
★PiOノベルティグッズ配布　★協賛先より粗品配布（予定）

【出演】三笑亭夢太朗

☎
予約受付 ～

♪ 自然豊かな伊豆高原にある体験型の温泉宿泊施設です ♪

人気の やドラム缶で作るピザなど体験がいっぱい♪ もちろんご夕食も伊豆の海と
大地の幸をふんだんに使ったお料理をご用意しております

♠ ご宿泊料金

♦ 和室 １泊２食付 大人４名様利用時
①区民の方・・・・・・・お１人様 ¥
②区民外の方・・・・・・お１人様 ¥

♦ 洋室 １泊 食付 大人 名様利用時
①区民の方・・・・・・・お１人様 ¥
②区民外の方・・・・・・お１人様 ¥
※ 記載の料金は税込み金額でございます
※ 大田区民以外の方は、別途お１人様１泊に付き¥ を頂戴しております
※ お子様のお食事やお刺し身の盛合せなど一品料理もご用意しております
※ 抽選申込ハガキは、大田区役所本庁舎・特別出張所・図書館等で配布しております。

♠ ご予約方法

♦ 在住・在勤・在学の方
① 区民優先ハガキ抽選申込 ・・・宿泊希望日の３ヵ月前の１日～１０日 消印有効
② 区民優先電話・ＷＥＢ申込・・・宿泊希望日の３ヵ月前の２０日 より受付開始

♦ 区民外の方
宿泊希望日の２ヵ月前の１日 より
電話または にて受付開始

〒 静岡県伊東市八幡野
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申込期間 　 9月3日（月）9:00～14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9月20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

明治の末より第二次世界大戦終了時までの「時代を生き
抜く≪女性≫の生き方」を描く普遍的なテーマが人々の共
感を呼ぶ本作。来年は『女の一生』初演からちょうど73年。
終戦からの日本の歴史とクロスオーバーする今回の上演
は見逃せません。 映画「となりのトトロ」公開から

30年、「天空の城ラピュタ」
公開から32年、そして自身の
歌手デビューから35年、世
代を越えて愛され続ける歌の
数 を々お届けするコンサート。

【作・演出】
宅間孝行

【出演】
星野真里 宅間孝行／
鈴木紗理奈／
竹財輝之助 弓削智久 
大薮 丘 前島亜美 
越村友一 柿澤仁誠

（※Wキャスト） 
佐田 照（※Wキャスト）／
モト冬樹 川原亜矢子／
永島敏行

ディズニー・アニメーションや映
画、テーマパークの名曲たち
を、オーケストラとヴォーカリスト
たちの生演奏でお届けする、
大人のための音楽会。“Find 
Your Hero ～そして君のもと
へ”をテーマに、『ヘラクレス』を
フィーチャー。真のヒーロー像
を追い求める冒険のストーリー
が、音楽・歌・映像で甦ります。
※ 車椅子席をご希望の場合は、サンライズプ 

ロモーション東京までお問い合わせください。
※出演者、曲目等が変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

日本を代表するバンドネオン奏者、三浦一馬が
アプリコに登場！彼が多大な信頼を置くメンバーとの
キンテート（五重奏）による“オール・ピアソラ”をお届けします！

【出演】 三浦一馬（バンドネオン）、石田泰尚（ヴァイオリン）、 
黒木岩寿（コントラバス）、大坪純平（エレキギター）、 
松本和将（ピアノ）

紀伊国屋サザンシアター TAKASHIMAYA［新宿駅］
指定席 4,000円（一般6,000円）
募集枚数：10枚 ※未就学児入場不可

横浜みなとみらいホール［みなとみらい駅］
S席 4,500円（一般6,500円）
募集枚数：6枚 ※未就学児入場不可

東京・国際フォーラム ホールC［有楽町駅］
一等 8,500円（一般10,500円）
募集枚数：10枚

EXシアター六本木［六本木駅］
大人 3,500円（一般4,800円）
募集枚数：10枚

サンシャイン劇場［池袋駅］
S席 5,500円（一般8,000円）
募集枚数：各6枚 ※未就学児入場不可

明治座［人形町駅］
S席 10,000円（一般16,000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 6,000円（一般8,300円）
募集枚数：6枚 ※未就学児童入場不可

山中湖交流プラザ きらら
一般 3,500円（一般5,500円） 募集枚数：6枚
※雨天決行・荒天中止
※ビン・カンの持ち込み不可
※年齢制限：小学生以下無料（保護者同伴に限る）

大田区民ホール アプリコ 大ホール［蒲田駅］
全席指定 2,000円（一般2,500円）
募集枚数：10枚 ※未就学児入場不可

文学座公演「女の一生」 東京交響楽団
クリスマスコンサート2018

市川海老蔵 古典への誘
いざな

い

井上あずみ 
with N響団友オーケストラ
35周年記念コンサート 〜My very best〜

氷川きよし特別公演

ディズニー・オン・クラシック
まほうの夜の音楽会 2018
Find Your Hero 〜 そして君のもとへ

富士山世界文化遺産登録５周年記念
「Mt.FUJIMAKI 2018」

アプリコ・アフタヌーン・サロン2018
Vol.7 世界に羽ばたくアーティスト
三浦一馬 バンドネオン・キンテート

10月27日（土） 13:30 12月25日(火) 14:00
10月21日（日） 17:00

11月3日（土・祝） 17:30
11月7日（水） 13:30

10月 6日（土） 16:00
10月14日（日） 16:00

12月21日（金） 19:00
10月7日(日) 13:00

10月25日(木) 14:00

抽選 抽選抽選

抽選

抽選

抽選

抽選

【出演者】
藤巻亮太

（レミオロメン）
with BAND　
Ba 御供信弘、
Dr 河村吉宏、
Key 皆川真人、
Pf 桑原あい
ASIAN KUNG-FU GENERATION
浜崎貴司（FLYING KIDS）宮沢和史
山内総一郎（フジファブリック）和田 唱（TRICERATOPS）
スペシャルサポーター　野口 健（アルピニスト）

抽選

【出演】
指揮：現田茂夫
ヴァイオリン：千住真理子★

【曲目】
チャイコフスキー：
　歌劇「エフゲニ・オネーギン」から
 ポロネーズ
チャイコフスキー：
　ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 ★
エルガー：愛の挨拶★
サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン★
チャイコフスキー：
 組曲「くるみ割り人形」

【演　目】　一、『響』 辻勝
　　　　　二、『ご挨拶』　市川海老蔵
　　　　　三、 上・『子守』 市川福太郎
　　　　　　　下・『三社祭』 市川九團次、大谷廣松
　　　　　四、歌舞伎十八番の内『蛇柳』市川海老蔵

11月6日（火） 16:30

書き下ろし新作喜劇と
ヒット曲満載のコンサート
氷川きよしの魅力いっぱい
でお届けする夢のような
1ヶ月公演！
第一部
　母をたずねて珍道中
　お役者恋之介旅日記
　作・演出：池田政之
　出演： 氷川きよし ベンガル 

山村紅葉 
曽我廼家寛太郎 
加納竜 西寄ひがし

第二部　
　 氷川きよしコンサート2018 

in明治座　

※�3歳未満のお子様
は大人1名につき、
1名膝上無料
※�入場時1ドリンク代
別途￥500必要

タクフェス第６弾『あいあい傘』

抽選

Presentation licensed by Disney Concerts. 
ステージ写真は過去の公演です ©Disney

※未就学児入場不可
※協力：松竹（株）
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ルーベンス展―バロックの誕生

ペーテル・パウル・ルーベンス（1577-1640）は、バロック
と呼ばれる壮麗華美な美術様式が栄えた17世紀ヨー
ロッパを代表する画家であり、後に「王の画家にして画
家の王」と呼ばれたほどの存在です。本展覧会はこの
ルーベンスを、イタリアとのかかわりに焦点を当てて紹
介するものです。

10月16日（火）〜2019年1月20日（日）
※毎週月曜日と12/28～1/1、1/15は休館。
　ただし12/24、1/14は開館。
9:30〜17:30
※金曜、土曜は20:00まで。
　ただし11/17は17:30まで
※入館は閉館の30分前まで

先着

ペーテル・パウル・ルーベンス　《マルスとレア・シルウィア》
1616-17年　油彩／カンヴァス
ウィーン、リヒテンシュタイン侯爵家コレクション
©LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz-Vienna

ペーテル・パウル・ルーベンス　《パエトンの墜落》　
1604/05年　油彩／カンヴァス
ワシントン、ナショナル・ギャラリー
Courtesy National Gallery of Art, Washington

国立西洋美術館［上野駅］

東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館館［新宿駅］

一般［20枚］ 1,000円（前売1,400円） 一般［20枚］ 800円（前売1,100円）

本展覧会では、大報恩
寺に伝わる、快慶、定慶、
行快ら“慶派スーパース
ター”の名品の数々を紹
介いたします。運慶同世
代の快慶、そして運慶
次世代の名匠による鎌倉
彫刻の競演をお楽しみく
ださい。

10月2日（火）〜12月9日（日）
※月曜日は休館。ただし10月8日（月・祝）は開館、10月9日（火）は休館
9:30〜17:00
※金・土曜日、10月31日（水）、11月1日（木）は21:00まで
※入館は閉館の30分前まで

東京国立博物館 平成館特別第3・4室［上野駅］

一般［30枚］ 900円（前売1,200円）

9月22日（土）〜 
12月24日（月・休）
※休館日:月曜日（ただし9月24日、10月1日、�
　8日、12月24日は開館）
10:00〜18:00
（ただし10月3日（水）、26日（金）、�
12月18日（火）～23日（日）は19:00まで）
※入館は閉館30分前まで
※10月1日（月）は、お客様感謝デー
　（無料観覧日）
※�中学生以下は無料。学生証・生徒手帳を
ご提示ください。
※�高校生、大学生、65歳以上の方は、い
ずれも証明できるものを入場時ご提示下
さい。
※�身体障害者手帳・療育手帳。・精神障害
者保険福祉手帳をご提示の方はご本人と
その付添いの方は1名は無料。被爆者健
康手帳をご提示のご本人のみ無料。
※会期中1枚につき1名様1回限り有効。
※本券の変更・払戻・再発行は致しません。
※�今後の諸事情により開館日、開館時間等
について変更する場合がございますので、
美術館ホームページにてご確認ください。

先着

オルセー美術館特別企画　
ピエール・ボナール展

本展覧会は、オルセー美術館の豊富なコレク
ションを中心に、国内外のコレクションの協力
のもと、130点超の作品で構成されるボナー
ルの大規模な回顧展です。油彩72点、素
描17点、版画・挿絵本17点、写真30点といっ
たさまざまなジャンルを通じて、謎多き画家ボ
ナールの魅力に迫ります。

9月26日（水）〜12月17日（月）
※毎週火曜日は休館
10:00〜18:00
※毎週金・土曜日は20:00まで。
　ただし9月28日（金）・29日（土）は21:00まで。
※入場は閉館の30分前まで

国立新美術館 企画展示室1Ｅ［乃木坂駅］

一般［20枚］ 1,000円（前売1,400円）

先着

日本・スウェーデン外交関係樹立150周年記念
カール・ラーション
スウェーデンの暮らしを芸術に変えた画家

ピエール・ボナール　《猫と女性 あるいは 餌をねだる猫》
1912年頃　油彩、カンヴァス　78x77.5cm
オルセー美術館 © RMN-Grand Palais （musée d'Orsay） 
/ Hervé Lewandowski / distributed by AMF

スパ ラクーアは東京ドームシティの中に位置し、豊かな天然温泉とサウナ、各種トリートメントサロン、 
ヘルシーなレストラン＆カフェや広いリラクゼーションスペースを備えた、「トータルでキレイがかなう」温浴施設です。
申込期間 　9月3日（月）9:00～14日（金）17:00〈先着〉
提供枚数 　50枚（1会員4枚まで）
提供価格 　 1,500円（一般価格2,850円）※ 深夜1:00～早朝6:00のご在館は、深夜割増料金（1,944円）、土日祝・特定日のご利用は、

休日割増料金（324円）が別途かかります。※休館日:10月1日（月）・2（火）
有効期限 　～2019年2月末日
申込方法 　電話のみ03-3733-6107
引き渡し 　9月25日（火）9:00～ 窓口で現金と引き換え。
注意事項 　申込後の変更や取り消しは一切できません。

東京ドーム天然温泉 スパ ラクーア 入館券

ペーテル・パウル・ルーベンス　
《クララ・セレーナ・ルーベンスの肖像》　
1615-16年　油彩／板で裏打ちしたカンヴァス
ウィーン、リヒテンシュタイン侯爵家コレクション
©LIECHTENSTEIN. 
The Princely Collections, Vaduz-Vienna

特別展
「京都 大報恩寺 快慶・定慶のみほとけ」

先着

先着
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スパリゾートハワイアンズ 入場券
利用期間 　10月1日（月）～3月31日（日）
提供枚数 　73枚（1会員4枚まで）
提供価格 　500円（一般価格 大人：3,240円）
申込方法 　 往復はがき 

往復はがきに、 
①スパリゾートハワイアンズ、②枚数、 
③会員の氏名・会員番号・住所・ 
　日中連絡できる電話番号、 
を記入のうえ、郵送してください。

申込締切 　9月10日（月） 必着
当選連絡 　9月21日（金）頃に申込者全員へ郵送で結果を通知します。
引き渡し 　9月28日（金）9:00から窓口で代金と引換え
注意事項 　 申込後の変更や取消はできません。 

ウォーターパーク内スライダーは別途料金が必要です。 
都内等からの無料直通バスは宿泊者専用です。

プレゼント企画
ご応募いただいた方の中から抽選で6組12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：9月13日（木）18:00
内　　容：巨人 vs 東京ヤクルト
席　　種：指定席B（塁は指定できません）
枚　　数：6組12名

《応募要項》
申込締切：9月7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。

大田区南蒲田

1-20-20

大田区産業プラザ3階

大田区勤労者共済 行

1 4 4 0 0 3 5

0 0 0 0 0 0 0

（何も書かないでください）

スパリゾートハワイアンズ
　　　　　申込

枚数：4枚
名前：大田太郎
番号：XX999-0000
住所：大田区△△町〇-〇-〇
　　　□□マンション
　　　〇〇号室
TEL：000-0000-0000

表面【往信】

裏面【返信】

大田区△△町

○-○-○

□□マンション○○号室

大田 太郎　様

抽選


