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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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今月号の案内・オススメ



申込期間 ・　3月1日（金）9:00～ （補助券の引き渡しは3月1日（金）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）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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日帰り

日帰り
※JV400、402、405の4月27～30日、5月3～5日は各地を30分早く出発します　※花の見ごろは例年4月中旬～5月上旬

コース番号

8１名 328名 =同行 fなし
西東京観光バス同等7,990円～10,990円

JV400-683 新　宿（7：30発） Fd・g・h・j・k・l・z日
G1・3・4・5・6・7日

JV402-683 東　京（7：30発） Fk日G3・8日

JV405-683 蒲　田（7：00発） 大井町（7：30発） Fh・l日G3・6日

JV406-683 目　黒（6：30発） 渋　谷（7：00発） Fz日G4日

無印7,990円、○印8,990円、□印9,490円、●印9,990円、■印10,990円

旅行代金
（おひとり）

日
帰
り

各地発＝国営ひたち海浜公園（一面に広がる青の絨毯ネモフィラ＆チューリッ
プなど季節の花観賞）＝あしかがフラワーパーク（大藤や白藤など季節の花観
賞）＝各地着（18：00～19：00予定） tut

7,990円～10,990円

コース番号

8１名 328名 =同行 fなし
中央観光同等

JX020-683 練　馬（7：00発） 中　野（7：30発） 新　宿（8：10発）Fg・j・l日
G1・4・6・8日

JX022-683 一之江（7：00発） 錦糸町（7：30発） 東　京（8：00発）Fg・z日G3・6日
JX024-683 蒲　田（7：00発） 大井町（7：30発） 五反田（7：50発）Fg・k日G4日
JX028-683 明大前（7：00発） 梅が丘（7：20発） 渋　谷（7：40発）Fk日

JX029-683 八幡山（7：00発） 千歳船橋（7：20発）
三軒茶屋（7：40発） 目　黒（8：00発） G4日

無印7,990円、○印8,990円、
□印9,990円、（ ）印10,990円

日
帰
り

各地発＝あしかがフラワーパーク（大藤・白藤観賞）＝館林市つつじが岡公園（ツ
ツジ観賞）＝東武トレジャーガーデン（春の花観賞）＝各地着（17：00～18：30予
定） tut

旅行代金（おひとり）

※花の見ごろは例年4月中旬～5月上旬

一度は見たい！春の2つの花の絶景！老舗駅弁屋・万年屋の春の行楽弁当

天然記念物の大藤・白藤など春の花めぐり

あしかがフラワーパーク 天然 
記念物大藤・白藤ため息のでる

美しさ！

あしかがフラワーパークたっぷり2時間滞在

8１名 328名 =同行 fなし

国営ひたち海浜公園「ネモフィラの丘」一面に広がる
青の絨毯

一面青の絨毯！
ネモフィラの丘

幻想的な紫のカー
テン

あしかがフラワーパ
ーク・大藤

旅行代金（おひとり）

館林市つつじが岡公園ツツジ
咲く 東武トレジャーガーデンネモフィラ

芝桜咲く

東武トレジャーガーデンで春の花観賞

ネモフィラ芝桜

約80m続く
白藤のトンネル

約10000株のツツジ咲く
館林市つつじが岡公園
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◆旅行サービスの内容・発着時間等は2019年2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83779

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。

※4月28・29日、5月3～5日は各地を30分早く出発します

8,990円～10,990円

8１名 328名 =同行 fなし 中央観光同等

JT410
-683

練　馬（7：30発） 
新　宿（8：10発） Fp・d・l日 G1・3・5日

JT412
-683

錦糸町（7：30発） 
東　京（8：00発） Fk日G1・4日

JT413
-683

渋　谷（7：30発） 
蒲　田（8：20発） F26日G5日

コース番号

日
帰
り

各地発＝木更津または袖ヶ浦（タケノコ掘り・約1㎏）＝富浦（買い
物）＝南房総（イチゴ狩り食べ放題・30分）＝南房総（ソラマメ狩
り約500ｇ）＝城山公園（ツツジ観賞）＝君津＝各地着（17：00～
18：00予定） tut

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
バスで運行

春の房総大収穫！城山公園ツツジ観賞
イチゴ狩り食べ放題＆旬のタケノコ掘り＆ソラマメ狩り

日帰り

※桜の見ごろは例年4月上旬～中旬

コース番号

コース番号

8１名 328名 =同行
fなし 
西東京観光バス同等

11,000円～

12,000円

KF270-683 練　馬（8：00発） 新　宿（8：40発） F1・12・p日
KF272-683 錦糸町（8：10発） 東　京（8：40発） F10・18日
KF273-683 上　野（8：00発） 新　宿（8：50発） 女性限定 Fy日

JM510
-683

新　宿
（7：00発）

Fj日
G1・3・6日

JM512
-683

東　京
（7：00発）Fl日G5日

JM516
-683

渋　谷
（7：00発）Fl日

無印11,000円、○印12,000円

日帰り リゾナーレでお買い物＆ワイナリー見学にミニボトルワイン付き！
あま～いイチゴ狩り食べ放題＆樹齢約2000年「神代桜」
星野リゾート・リゾナーレ八ヶ岳で春のランチビュッフェ

日
帰
り

各地発＝山高神代桜（桜観賞）＝星野リゾート・リゾナーレ八ヶ岳（ランチ
ビュッフェ・60分／ピーマン通りでお買い物）＝笛吹市（イチゴ狩り食べ放題・
30分）＝勝沼（ワイナリー見学＆試飲）＝各地着（18：30～19：10予定） tyt

KF273は新型トイレ付き女性専用バス「ボヌール号」で運行
●・■印の出発日はトイレ付きバスで運行

旅行代金（おひとり） 旅行代金（おひとり）

日帰り 春爛漫の東北桜2名景！天然記念物のしだれ桜は圧巻
樹齢1000年以上！日本三大桜！三春滝桜
桜・桃・レンギョウなど百花繚乱！桃源郷「花見山」

JX900-683 新　宿（7：10発） 上　野（8：00発）F5・6・9・q・w・e・r日
JX902-683 練　馬（7：00発） 中　野（7：40発） 新　宿（8：10発） Ft日
JX903-683 一之江（7：00発） 錦糸町（7：30発） 東　京（8：00発） Fw日
JX905-683 蒲　田（7：00発） 大井町（7：30発） 渋　谷（8：00発） F0・r日

無印9,990円、○印10,990円、●・□印11,990円、■印12,990円

9,990円～

12,990円

コース番号

8１名 328名
=同行 fなし

中央観光同等

日
帰
り

各地発＝花見山（桜・レンギョウ・ボケなどが咲き誇る花の名所へ）＝三春滝桜（樹齢1000
年以上。国の天然記念物の紅しだれ桜は圧巻！）＝各地着（20：30～21：30予定） ttt

※花の見ごろは例年4月上旬～下旬

無印6,990円、○印7,990円、□印8,990円
6,990円～8,990円

8１名 328名 =同行 fなし 西東京観光バス同等旅行代金
（おひとり）

日帰り

GWミステリー

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

※4月27・29日、5月3・5日は各地を20分早く出発します

ソ
ラ
マ
メ

（
約
５
０
０
ｇ
）

※
写
真
は
す
べ
て
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メ
ー
ジ
で
す

●1旬のタケノコ掘り＆
　掘ったタケノコは
　お持ち帰り（約1kg）
●2あま～いイチゴ狩り
　食べ放題（30分）
●3そら豆狩り（約500ｇ）
●4甘夏持ち帰り（1個）
●5ビワゼリー（1個）
●6ピーナッツ
　フロランタン（1個）
●7海鮮弁当の昼食
●8漁師汁のお振る舞い
●9城山公園のツツジ観賞
●0絶景の
　東京湾アクアライン＆
　海ほたるPA

大収穫１０ポイント海鮮弁当・千葉銘菓の
おやつなど10ポイント

てんこ盛り

甘
夏（
１
個
）

イ
チ
ゴ
狩
り

食
べ
放
題（
30
分
）

ピーマン通り 山高神代桜

グルメ＆藤の花
観光も充実！

特選○○牛すき焼き・本ズワイガニ足2切れの昼食＆○○うどん
２食付き＆パイナップル1玉も

ゴールデンウィークミステリー10ポイント
２食付き

●1特選○○牛すき焼き・
本ズワイガニ足2切れの昼食
●2名物名物○○うどん＆
●3○○まんじゅうの夕軽食
さらに！●4○○○のおやつ

充実の観光
●5藤の花観賞  ●6温泉街散策  ●7○○○美術館

藤の花観賞

8パイナップル1玉 9野菜セット（各1個） 0干物（１枚）
夕
食（
イ
メ
ー
ジ
）

昼
食（
イ
メ
ー
ジ
）

うれしい２食付き

ゴールデンウイーク

※写真はすべてイメージ

三
春
滝
桜

花
見
山

左
上
／
城
山
公
園

（
館
山
城
天
守
閣
は

別
料
金
４
０
０
円
）

右
上
／
東
京
湾
ア
ク
ア

ラ
イ
ン・海
ほ
た
る

左
／
タ
ケ
ノ
コ
掘
り
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江川海岸 潮干狩り 利用補助券
潮干狩り料金 契約料金 補助券利用

大人（中学生以上）・ 2kgまで 1,700円 1,400円
小人（4才以上小学生まで）・ 1kgまで 800円 550円
※第1料金所3番窓口で入場券購入時に、利用補助券を渡してお支払いください。・
※用具・有料休憩所使用料・渡船料は別途ご負担ください。貸し熊手は一丁50円です。・
　なお、潮干狩り場までは徒歩でも行くことができます。・
※干潮時間により入場できない日がありますので、潮見表をご確認ください。

利用期間 ・　3月21日（木・祝）～7月21日（日）
申込期間 ・　3月1日（金）9：00～
提供枚数 ・　・300円補助券100枚（1会員4枚まで）・

補助券のない同伴者は契約料金で利用可。
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。

羽田 釣り船 利用補助券
利用期間 ・　2019年4月1日（月）～2020年3月31日（火）
申込期間 ・　3月1日（金）9：00～
提供枚数 ・　・1,500円補助券80枚（1会員2枚まで）・

補助券のない同伴者は契約料金で利用可。
申込方法 ・　☎03-3733-6107・または・窓口（FAX・メール不可）
注意事項 ・　・・利用の際は釣り船店に必ず予約してください。・

・申込後の変更や取り消しはできません。

先着

先着

【江川海岸潮干狩場】無料駐車場あり
問合せ先：江川漁業協同組合
・ ☎0438-41-2234

《指定釣り船店》
両店とも当会員です！

・★かめだや　羽田2-31-13・ ★船宿かみや　羽田3-22-3
・ ☎03-3741-1258・ ☎03-3742-6904

・ ・

10ポイントの中から、アトラクションズ、レストラン、スパ、野球観戦、期間限定イベントなど、東京ドームシティの施設を選ん
で使えるお得な1冊です。複数冊持っていれば選択肢も広がります！（※一般のお客様には販売していないチケットです）
申込期間 　3月5日（火）9:00～
引き渡し 　3月5日（火）9:00～
利用期間 　購入日～2019年9月30日（月）
提供価格 　2,500円（最大6,200円相当）
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。・

・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。（切り離し無効）・
・ポイントと現金または他のチケット・サービスを併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、宇宙ミュージアムTeNQは、売り切れの場合チケットの・
　引換えはできません。・
・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。また、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、ご購入やご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

大田区勤労者共済の会員証を提示すれば、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」で会員証を提示し、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

例：10P／東京ドームホテル3F スーパーダイニング「リラッサ」ランチブッフェ（90分制）
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Ticket
チケット

インフォメーション

儚くも美しい、それは 
まるで桜のように−。
戦争に向け、大きく時
代が変わろうとしていた
昭和十年代。
それぞれの道を力強く
生きる、四姉妹。
大切な人を思う気持ち
が、心揺さぶる不朽の
名作。

「ホール・ニュー・ワールド （新しい世界へ）」"自由"を求め、
大いなる"希望"を胸に、"未来"へと向かうアラジンの物語

今話題の人気芸人から旬な若手芸人まで横浜に大集
合！平成最後の1日を笑って、笑って、笑い飛ばせ！

大同生命ミュージカルシアター電通四季劇場［海］［汐留駅］
S席・9,000円（一般11,880円）
募集枚数：20枚
・ ※3歳以上有料（膝上観劇不可）2歳以下入場不可

東京国際フォーラムホールC［有楽町駅］
S席・6,000円（一般8,500円）
募集枚数：各6枚・※3歳以上有料、3歳未満入場不可。

横浜・関内ホール［関内駅］
全席指定・4,800円（一般6,500円）
募集枚数：10枚・ ※未就学児童入場不可

神奈川県民ホール［日本大通り駅］
全席指定・3,000円（一般3,800円）
募集枚数：10枚・ ※3歳以上有料、3歳未満入場不可

劇団四季ミュージカル
『アラジン』

「EAST MEETS WEST 2019」

「細雪」

『笑激！お笑いカーニバル in 横浜』

新妻聖子
CONCERT TOUR 2019

5月3日（金・祝） 13:00
4月14日（日） 15:30

抽選

抽選

抽選

抽選

ミュージカルなど
でも活躍する歌
手・新妻聖子の、
復帰後初となる
ツアーです。
是非、足をお運
びください。

抽選
サム・ムーア、藤巻亮太ら東西のアーティストが集
結！ウィル・リー率いるスーパーバンドと夢の共演！！
時代を築いた大御所も、これから世界を目指す気鋭の若
手も、古今東西の豪華
ミュージシャンたちが１つ
のステージで同時に音
楽を奏でるスペシャルな
フェスティバル！国境やジャ
ンルを超えたコラボセッ
ションは、みなさんにとって
「新たなアーティストとの
出会いの場」や「新しい
音楽を発見する場」とな
るはず！ 演奏者も観客も、
音楽を愛する全ての人た
ちが夢見た新たなフェス
ティバルが幕を開ける！

明治座［人形町駅］
S席・8,500円（一般13,000円）
募集枚数：各6枚・ ※未就学児童入場不可

来生たかおコンサート
Stand Alone 2019

抽選

4月30日（火・祝） 10:30／14:00

大田区民ホール・アプリコ・大ホール［蒲田駅］
全席指定S席・3,500円（一般4,500円）
募集枚数：10枚・ ※未就学児の入場はご遠慮願います。

【読響×アプリコ】
大友直人歓喜のブラームス

6月29日(土) 15:00

名匠・大友直人 & 読響による名曲コンサート。注目の若き
天才ピアニスト牛

ニュウニュウ
牛との共演も必聴です。

指揮：大友直人、ピアノ：牛
ニュウニュウ

牛、管弦楽：読売日本交響楽団
曲目／ ショパン：ピアノ協奏曲第1番《独奏：牛

ニュウニュウ
牛》 

ブラームス：交響曲第1番

抽選

岸惠子 ひとり語り 『輝ける夕暮れ』

新宿文化センター・大ホール［東新宿駅］
全席指定・4,500円（一般6,500円）
募集枚数：6枚・ ※未就学児童入場不可

毎年恒例となった岸惠子トークショー。今年は
前半に一人芝居「わりなき恋」を上演します。
2015年に初演し、主要都市を中心に全国で好評を博した、
自著小説の朗読劇を新演出・凝縮版でお送りします。著
者本人によって生 し々くそしてドラマティックに語られる、成
熟した女の愛と矜持の冒険譚をお楽しみください。後半
は稀代の話し手でもある岸惠子のフリートークです。ときに
ゆったりとスクリーン映像を眺めながら、興味深い話の数々
を多彩なユーモアに包み、楽しく語ります。積極果敢に
人生や創作へ取り組み続けてきた彼女が、いまもっとも大

切にしたいことや変わらずに
伝え続けていきたいことを爽
快な語り口でお届けします。
いまも日本とパリの往復生活
を送る、岸惠子の貴重なス
テージをお見逃しなく。

「夢の途中」「Goodbye Day」「シルエットロマンス」など心
温まる名曲で綴る、来生たかおのアコースティックコンサート

5月18日（土） 16:00　5月26日（日） 11:00

撮影：荒井健　©Disney

申込期間 　・3月1日（金）9:00～3月14日（木）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 　・3月19日（火）午前中に当選者へのみ電話連絡
注意事項 　・◆P5～6のチケットが対象です。・

◆申込後の変更や取消は一切できません。

Bunkamuraオーチャードホール［渋谷駅］
全席指定・5,000円（一般6,800円）
募集枚数：6枚・ ※未就学児童入場不可

5月14日（火） 19:00

リチャード・クレイダーマン 2019
with ストリングス・トリオ＆パーカッション

抽選

5月11日（土） 17:00
Bunkamuraオーチャードホール［渋谷駅］
S席・5,000円（一般7,000円）
募集枚数：6枚・ ※未就学児童入場不可

主な曲目プログラム
・渚のアデリーヌ ・いい日旅立ち ・昴　ほか
※ 都合により、曲目・曲順などが当日一部変更になる場合

がございます。

4月26日（金） 18:30
4月27日（土） 18:00

抽選

5月18日（土） 14:00

読響©読売日本交響楽団

大友直人©Rowland Kirishima

牛
ニュウニュウ

牛©Chris Lee
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スパリゾートハワイアンズ 入場券
利用期間 　～2020年3月31日（火）
提供枚数 　73枚（1会員4枚まで）
提供価格 　700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 　3月11日（月）・必着
当選連絡 　3月20日（水）頃に申込者全員へ郵送で結果を通知します。
引き渡し 　4月中旬以降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。

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

印象派への旅 海運王の夢　
バレル・コレクション

本展では、9,000点以上にも及ぶバレル・コレクションの中から西洋近代絵画に焦点をあてた
73点の作品と、同市のケルヴィングローヴ美術博物館が所蔵するゴッホやルノワールを含む
7点の作品を展示
いたします。日本初
公開の知られざるド
ガの名作《リハーサ
ル》をはじめ、バレル
が独自の視点で収
集した良質のフラン
ス絵画のほか、クロ
ホールら、スコットラ
ンド出身の画家や、
オランダのハーグ派
の作品を含む全80
点を通じて、写実主
義から印象派への
流れをたどります。

4月27日(土)～6月30日(日)※5月7日(火)、5月21日(火)、6月4日(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）

先着

東京国立博物館・平成館［上野駅］
一般［20枚］・1,000円（前売1,400円）

大好評を博した特別展「大哺
乳類展　陸のなかまたち／
海のなかまたち」から9年、哺
乳類たちが上野に帰ってきま
す。今回のテーマは「生き残り
作戦」。
剝製や骨格標本500点以上
の圧倒的なボリュームで、最
新の解析映像なども交えなが
ら、哺乳類が獲得した特徴
的な能力であるロコモーショ
ン（移動運動）を軸に、「食べ
る」「産む・育てる」際の作戦
にも迫ります。

3月21日（木・祝）～6月16日（日）休館日：月曜日および5月7日（火）
※ただし、3月25日（月）、4月1日（月）、4月29日（月・祝）、5月6日（月・休）、6月10日（月）は開館
9:00～17:00※金曜・土曜は20:00まで
※ただし、4月28日（日）〜5月5日（日・祝）は20:00まで、5月6日（月・休）は18:00まで
※入場は各閉館時刻の30分前まで

国立科学博物館［上野駅］
一般・大学生［20枚］・1,000円（前売1,400円）

先着

クリムト展　
ウィーンと日本 1900

待望のクリムト展、過去最大級。19世紀末ウィーン
を代表する画家グスタフ・クリムト（1862-1918）。華
やかな装飾性と世紀末的な官能性をあわせもつそ
の作品は、いまなお圧倒的な人気を誇ります。没
後100年を記念する同展覧会では、初期の自然主
義的な作品から、分離派結成後の「黄金様式」の
時代の代表作、甘美な女性像や数多く手がけた
風景画まで、日本では過去最多となる25点以上の
油彩画を紹介します。

東京都美術館・企画展示室［上野駅］
一般［20枚］・1,000円（前売1,400円）

先着

特別展 「国宝 東寺－空海と仏像曼荼羅」

大哺乳類展２―みんなの生き残り作戦 先着

Bunkamuraザ・ミュージアム［渋谷駅］
一般［20枚］・1,000円（前売1,300円）

3月26日（火）～6月2日（日）
9:30～17:00

（入館は閉館の30分前まで）
ただし、会期中の金曜・土曜は
21:00まで開館。
※ 休館日：月曜日、5月7日（火）。 

ただし、4月1日（月）［特別展会場のみ開
館］・29日（月・祝）、5月6日（月・休）は
開館。

※中学生以下は無料
※ 障がい者とその介護者1名は無料（入館

の際に障がい者手帳などをご提示くだ
さい）

本展は、空海にまつわる数々の名宝をは
じめ、東寺に伝わる文化財の全貌を紹
介するものです。東寺講堂安置の21体
の仏像からなる立体曼荼羅のうち、合
計15体が出品されるほか、彫刻、絵画、
書跡、工芸など密教美術の最高峰が
一堂に会します。東寺が1200年にわた
り、空海の教えとともに守り伝えてきた至
宝をご堪能ください。

4月23日（火）～7月10日（水）
休室日：5月7日（火）、20日（月）、27日（月）、
6月3日（月）、17日（月）、7月1日（月）
9:30～17:30

（金曜日は20:00まで）※入室は閉室の30分前まで

グスタフ・クリムト　《ユディトⅠ》　1901年　油彩、カンヴァス
84x42cm　ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画館
© Belvedere, Vienna, Photo: Johannes Stoll

エドガー・ドガ（リハーサル）1874年頃 油彩・カンヴァス
© CSG CIC Glasgow Museums Collection
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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12日（日） 14:00 ジュビロ磐田

5月18日（土） 14:00 北海道コンサドーレ札幌

6月15日（土） 19:00 ヴィッセル神戸

6月29日（土） 19:00 横浜F・マリノス

席　　種 ・ホーム自由席・（・）内は前売り一般価格
提供価格 ・大　人・1,800円・（2,300円）・
　　　　　U-18　　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

4月19日（金） 19:00 湘南ベルマーレ

5月・ 3日（金・祝） 15:00 ベガルタ仙台

5月17日（金） 19:00 名古屋グランパス

6月・ 1日（土） 19:00 浦和レッズ

6月14日（金） 19:00 北海道コンサドーレ札幌

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）

申込方法 ・・☎03-3733-6107・
または・窓口（FAX･メール不可）・
◆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試合につき4枚まで。3試合まで申込可

抽選 ・読売ジャイアンツ公式戦／東京ドーム
開催日 時　間 対戦相手

6月・ 2日（日） 14:00 中日
6月・ 9日（日） 14:00 ロッテ
6月23日（日） 13:00 ソフトバンク
7月・ 7日（日） 14:00 DeNA
7月28日（月） 14:00 阪神
7月30日（火） 18:00 広島
席種・価格 ・・各日内野指定席A・10枚・（・）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

プロ野球

開催期間 ・・平成31年4月17日（水）開場8:00－打出し15:00
場　　所 ・大田区総合体育館［京急蒲田駅］
申込期間 ・3月1日（金）9:00～3月14日（木）17:00
提供枚数 ・1会員4枚まで
申込方法 ・電話のみ・☎03-3733-6107
当選連絡 ・・3月19日（火）午前中当選者へのみ・

電話連絡
注意事項 ・・◆申込後の変更や取り消しはでき・

　ません。・
◆席種を第三希望まで決めてから・
　お申し込みください。

大相撲羽田国際場所 抽選

提供価格 ・（・）内は一般価格
タマリS席（1名） 12,000円（14,000円）
タマリA席（1名） 10,000円（12,000円）
1FイスA席（1名） 8,500円・（10,000円）
1FイスB席（1名） 7,000円（8,000円）
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新規指定店のご紹介
都MIYAKO
○会員証呈示で特典サービスが 
　受けられます。
　お買い上げの方に、 
　レアチーズ１個プレゼント。
東京都大田区羽田3-17-6
TEL　03-3741-1275
営業時間：10:00～18:00
休　　日：月（月曜日が祝日の場合は営業します）

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。（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。

郵送サービス
ご来館が難しい場合は、チケット類と振込用紙を自宅または事業所にお送りします。・

〇合計金額が5,000円未満：普通郵便で翌営業日に投函・

〇合計金額が5,000円以上：簡易書留郵便（送料400円は会員ご負担）で翌水曜日に投函

今年度の給付金請求はお済みですか？
特にお子様が平成30年度に小・中学校へ入学された方は、3月29日（金）までにお手続きをお願いします。


