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ゆとりちよだ窓口でチケット等を購入される際は、必ず会員証をご持参ください

� 情報誌「ゆとりちよだ」は、4月からデザインをリニューアルしました

補助券のご案内
この会報4月号に4種類の補助券を同封しました。ご確認ください。

●紛失や使い切ってしまった場合など、いかなる理由でも再発行はできません。大切に保管してご利用ください。

●ご利用の際は会員番号・会員氏名を記入し、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。

●一人1枚につき1回限り会員料金でご利用できます。

●料金等の詳細は券面をご覧いただき、最新の情報については直接施設へお問合せください。

●有効期限は2018年（H30年）3月31日です。

●補助券のご利用は会員と同居のご家族に限ります。他の会員に譲ることや、譲り受けて使用することはできません。

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
1,000円券２枚　年1回配布(4月号のみ)

　パスポート券が1,000円引きで購入できます。

映画前売チケット利用補助券
500円券4枚つづり　年２回配布（4月号・10月号）
　映画前売券が500円引きで購入できます。
　取扱店舗は券の裏面に記載してあります。
　映画館の窓口ではご利用できません。
　会員証の提示も必要です。

レジャー施設利用補助券／日帰り温泉施設等利用補助券
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  (みどり色)　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(クリーム色)

各6枚つづり　年２回配布（4月号・10月号）
　契約施設・料金は券面に記載してあります。

鉄道博物館（埼玉県）が、新規契約施設
として加わりました。

レジャー施設利用補助券
■本券は１枚につき1回1名に限り有効とし、裏面の施設でご利用になれます。
■本券は会員とその家族のみご利用になれます。

公益社団法人　ゆとりちよだ
一般社団法人　文京区勤労者共済会
公益財団法人　台東区産業振興事業団　勤労者サービスセンター
公益社団法人　墨田区勤労者福祉サービスセンター
大田区勤労者共済
中野区勤労者サービスセンター
杉並区産業振興センター
公益財団法人　板橋区産業振興公社

【取りまとめ団体】 請求書送付先
一般財団法人　東京城北勤労者サービスセンター

TEL 03-3980-3133

※必ず、会員番号・会員氏名をご記入ください。

有効期間：平成29年4月1日～平成30年3月31日
※有効期間を過ぎた券はご利用になれません。

会員番号

会員氏名

補 助 付
コピー
不可 非売品
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施設名・TEL 本人負担金（税込・円）
大人 子ども

東

　
　
　

京

　
　
　

都

浅草 ROX まつり湯 
平日 1,590 645

土日祝・特定日 1,914 969
板橋天然温泉　スパディオ 1,480 補助対象外

大谷田温泉　明神の湯 
平日 500 子100 幼0

土日祝・特定日 700 子200 幼0

おふろの王様　大井町店 
平日 850

補助対象外
土日祝 1,150

おふろの王様　花小金井店 
平日 450 小 150

土日祝 650 小 250

おふろの王様　東久留米店 
平日 280 小 50

土日祝 380 小 100

おふろの王様　光が丘店 
平日 280 小 50

土日祝 380 小 100

THE SPA 西新井（大師の湯） 
平日 520 110

土日祝 630 210

深大寺天然温泉　湯守の里 
月～土 900 400

日・祝・特定日 1,100 600

タイムズ スパ・レスタ 
平日 2,000 18歳未満

入館不可土日祝・特定日 2,350

高尾の湯　ふろッぴィ 
※3歳～小学生は無料

平日 900
補助対象外

1,300

天然温泉　平和島 
平日 1,300

補助対象外
土日祝・特定日 1,600

東京お台場　大江戸温泉物語 
入場券 1,686

240
ナイター券 1,254

東京健康ランド　まねきの湯 1,038 補助対象外
東京染井温泉　SAKURA 996 456
東京天然温泉　古代の湯 1,686 996

東京ドーム天然温泉 スパ ラクーア 
平日 1,968 1,536

土日祝・特定日 2,292 1,860
東京・湯河原温泉　万葉の湯（町田） 1,860 小 888 幼 672

豊島園　庭の湯 
平日 1,710 中学生未満

入館不可1,810
なごみの湯 1,400 子 500 幼 230
ホテルヒルトップ＆サウナ 
※男性専用施設 950 中学生未満

利用不可

県
川
奈
神

おふろの王様　港南台店 
平日 340 小 80

土日祝 440 小 130

さがみ湖温泉　うるり 
平日 600 150

土日祝・特定日 680 200

天然温泉湯花楽　厚木店 
平日 900

320
土日祝・特定日 1,100

箱根小涌園ユネッサン 
パスポート 2,900 1,300
ユネッサン 2,000 1,000

森の湯 1,300 800

■本券は1枚につき有効期間内1回1名に限り有効。
■裏面の使用上の注意をご覧ください。
■本券は会員とその家族のみご利用になれます。

29
平成

年度

※必ず会員番号・会員氏名をご記入ください。

会員番号

会員氏名

日帰り温泉施設等利用補助券

有効期間 平成29年4月1日～平成30年3月31日
※有効期間を過ぎた券はご利用になれません。

※貸タオル・貸館内着等については本人負担金に含まれていない施設がありますので施設へご確認ください。

コピー
不可

非売品

補 助 付



※4月号のお申し込みは4月1日から受け付けます� ゆとりちよだ【第145号】

ゆとりちよだ窓口でチケット等を購入される際は、必ず会員証をご持参ください

（2）

あっせ ん
チケッ ト

往復はがき又はホームページでお申込みください。
ご利用は会員と同居のご家族に限ります。チケット当選後のキャンセルはできま
せん。枚数欄の（　）書き数字は一会員の申込上限です。なお、申込多数の場合は、
抽選となります。
（抽選結果は、申し込み締め切り3日後を目途にお知らせいたします。）

T
ic

k
e

t 国立劇場
29年6月歌舞伎鑑賞教室〈プログラム・歌舞伎読本付〉

6/3・18
SAT　　　SUN

姫君の髪が逆立つ謎を解き明かす愛嬌たっぷりの主人公・粂寺弾正。 
古風でおおらかな雰囲気に溢れたユニークな推理劇！

演　　目	「解説　歌舞伎のみかた」	
「歌舞伎十八番の内　毛抜」

出　　演	 中村錦之助　片岡孝太郎　ほか
日　　時	 6月 3日（土）14：30開演	

6月18日（日）11：00開演
会　　場	 国立劇場（東京メトロ「半蔵門駅」「永田町駅」）
料　　金	 一等席　2,500円（通常料金3,900円）
枚　　数	 各日12枚（1会員2枚まで）
申込期限	 4月14日（金）必着

T
ic

k
e

t G・Wこどもシェイクスピア劇場
松山バレエ団『ロミオとジュリエット』よりスペシャルハイライト

5/5
FRI

ようこそロミオとジュリエットの世界へ！ 
おとなもこどももヴェローナの街へタイムスリップ！ 
三世代で楽しめる新バレエ「ロミオとジュリエット」是非おそろいでご覧ください！！

台本・演出・振付：清水哲太郎

出　　演	 佐藤明美　垰田慎太郎　松山バレエ団
日　　時	 5月5日（金・祝）11：30開演
会　　場	 Bunkamuraオーチャードホール（JR線等「渋谷駅」）
料　　金	 Ｓ席　大人　　4,000円（通常料金6,000円）	

　　　子ども　2,000円（通常料金3,000円）	
※子ども：0歳から中学3年生 
※乳幼児より入場可、但しお一人様1枚チケットが必要 
　です。

枚　　数	 20枚（1会員4枚まで）
申込期限	 4月10日（月）必着　※申し込み期限にご注意願います。



※4月号のお申し込みは4月1日から受け付けます� ゆとりちよだ【第145号】
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 （3）
T

ic
k

e
t

ラ・バヤデール（東京バレエ団）6/30
FRI

神聖な踊りと熱いドラマ、絢爛たるスケールで贈るスペクタクル！

出　　演	 上野水香（ニキヤ）　ダニエル・カマルゴ（ソロル）	
奈良春夏（ガムザッティ）　東京バレエ団

指　　揮	 ワレリー・オブジャニコフ
演　　奏	 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
日　　時	 6月30日（金）18：30開演
会　　場	 東京文化会館（JR線等「上野駅」）
料　　金	 Ｓ席　8,800円（通常料金12,000円）　	

※未就学児童の入場はご遠慮願います。
枚　　数	 10枚	（1会員2枚まで）
申込期限	 4月14日（金）必着

T
ic

k
e

t 熱海五郎一座
フルボディミステリー
消えた目撃者と悩ましい遺産

6/3・4
SAT  SUN

お待ちかね、三宅裕司が率いる「熱海五郎一座」新橋演舞場シリーズ第4弾！ 
ゲストに藤原紀香を迎え、今年もやります！ 大爆笑の東京喜劇！!

出演・構成・演出：三宅裕司

出　　演	 渡辺正行　ラサール石井　小倉久寛　春風亭昇太　	
東貴博／深沢邦之（交互出演）

ゲ ス ト	 藤原紀香
日　　時	 6月3日（土）16：30開演（東貴博	出演日）	

6月4日（日）12：30開演（東貴博	出演日）
会　　場	 新橋演舞場（東京メトロ「東銀座駅」都営地下鉄「築地市場駅」）
料　　金	 一等席　7,000円（通常料金11,000円）
枚　　数	 各日20枚（1会員4枚まで）
申込期限	 4月14日（金）必着

T
ic

k
e

t 前進座　五月国立劇場公演
山田洋次＝監修・脚本『裏長屋騒動記』

5/14
SUN

江戸の長屋は今日も底抜け大騒動！ 
山田洋次と前進座による笑いと人情溢れる新作歌舞伎！

演　　目	『裏長屋騒動記　─落語「らくだ」「井戸の茶碗」より』
出　　演	 藤川矢之輔　河原崎国太郎　嵐芳三郎　ほか
日　　時	 5月14日（日）11：30開演
会　　場	 国立劇場大劇場（東京メトロ「半蔵門駅」「永田町駅」）
料　　金	 一等席　6,500円（通常料金10,100円）
枚　　数	 10枚（1会員2枚まで）
申込期限	 4月14日（金）必着

ⒸKiyonori Hasegawa

山田洋次監督 主演　嵐芳三郎
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（4）
T

ic
k

e
t 五木ひろしリサイタル

〜時代を超えた不朽の名曲〜
6/15

THU

時代が生んだ名曲の数々を、日本歌謡界のトップランナー五木ひろしが歌い上げます！!

出　　演	 五木ひろし
予 定 曲	 よこはま・たそがれ　夜空　千曲川　契り　夜明けのブルース　ほか
日　　時	 6月15日（木）17：30開演
会　　場	 中野サンプラザホール（JR線「中野駅」）
料　　金	 全席指定席　4,800円（通常料金8,640円）　	

※未就学児童の入場はご遠慮願います
枚　　数	 10枚（1会員2枚まで）
申込期限	 4月14日（金）必着

T
ic

k
e

t

牛
う し

田
だ

智
と も

大
は る

　ピアノ・リサイタル5/31
WED

比類なき若き才能！によるピアノ名曲集

出　　演	 ピアノ：牛田智大
曲　　目	※愛奏曲から大作まで「牛田智大・ザ・ベスト」 

リスト：愛の夢、ラ・カンパネラ、ロ短調 ソナタ 
ショパン：幻想即興曲 
バッハ（ブゾーニ編）：シャコンヌ 
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ 第1番　　ほか

日　　時	 5月31日（水）13：30開演
会　　場	 東京オペラシティ・コンサートホール（京王新線「初台駅」）
料　　金	 S席　3,500円（通常料金4,800円）	

※未就学児の入場はお断りしております。
枚　　数	 10枚（1会員2枚まで）
申込期限	 4月14（金）必着

T
ic

k
e

t 読売交響楽団 土曜・日曜マチネーシリーズ
東欧の巨匠レナルトが振る《英雄》

5/13・14
SAT  SUN

名門プラハ放送響の首席指揮者を務めるスロヴァキアの巨匠レナルトが登場し、ベートーヴェン「英雄」で渾身のタク
トを振る。ショパンのピアノ協奏曲では、2015年のショパン国際コンクールで入賞したリウが共演。

出　　演	 指揮：オンドレイ・レナルト　ピアノ：ケイト・リウ
演 奏 曲	 ショパン：ピアノ協奏曲	第1番	

ベートーヴェン：交響曲	第3番「英雄」
日　　時	 5月13日（土）14：00開演	

5月14日（日）14：00開演
会　　場	 東京芸術劇場　コンサートホール（JR線等「池袋駅」）
料　　金	 S席　5,000円（通常料金7,500円）	

※未就学児童の入場はご遠慮ください
枚　　数	 各日10枚（1会員2枚まで）
申込期限	 4月14日（金）必着

©Ariga Terasawa
〈衣装〉 企画：（株）オンワード樫山 縫製：グッドヒル（株）

 ©Petr Hornik



※4月号のお申し込みは4月1日から受け付けます� ゆとりちよだ【第145号】

ゆとりちよだ窓口でチケット等を購入される際は、必ず会員証をご持参ください

 （5）

展覧会

●会　期／	 5月12日（金）〜17日（水）

●時　間／	 	9：30〜17：30	　※入場は終了の30分前まで　 
※最終日17日は17時終了

●会　場／	 メットライフドーム（旧西武プリンスドーム）

●あっせん期間／4月3日（月）〜5月11日（木）

●料　金／	 大人（中学生以上）	　1,300円（当日券2,200円）	

※小学生以下は無料。ただし、保護者の付き添い 
　が必要です。同伴のお子さまも入園できます。 
※会期中、入場券のご提示で西武園ゆうえんちへ 
　入園できます。

●枚　数／	 1会員4枚まで　売り切れ次第終了

●購入方法／	「ゆとりちよだ」窓口で会員証を提示の上、	

ご購入ください。電話予約、代引配送もできます。	

（キャンセルはできません）

木更津市　江川海岸　潮干狩り
レジャー

渡船往復券がセットになった潮干狩券と潮干狩券のみの2種類のチケットを販売いた
します。 
潮干狩場までは徒歩でも船（有料）でも行けます。船は荒天時等には欠航することも
あります。なお、乗船券は現地でも購入できます。

交通案内・潮見表は、ゆとりちよだ窓口にあるチラシ又は江川漁業協同組合のホーム
ページにて（http://www.egawa-gyokyou.or.jp）ご確認ください。

●利用期間／3月28日（火）〜8月11日（金・祝）

●あっせん期間／4月3日（月）〜8月10日（木）

●枚　数／	 1会員6枚まで

●料　金／

区　分 あっせん料金（採貝量） 一般料金

●購入方法／	「ゆとりちよだ」窓口で会員証を提示の上ご

購入下さい。電話予約、代引配送もできま

す。（キャンセルはできません）

渡船往復券付潮干狩券
大人（中学生以上） 1,000円（2kgまで） 2,000円

渡船往復券付潮干狩券
小人（4歳〜小学生） 500円（1kgまで） 1,000円

潮干狩券
大人 800円（2kgまで） 1,600円
小人 400円（1kgまで） 800円

そ の 他

熊手：200円　　アミ：200円
採貝超過1kgにつき900円
※貸熊手一丁50円  

（現地窓口で「ゆとりちよだ会員」と告げてく
ださい。）
※無料大駐車場完備

（前回の様子）
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（6）

スパリゾート ハワイアンズ　入場券
レジャー

スパリゾート ハワイアンズの入場券を販売いたします。（売切れ次第終了）
●料　金／ あっせん料金 枚　数 一般料金

600円
１会員　８枚まで

（大人・こども共通）

　大人（中学生以上）　3,240円
　小人（小学生）　　　2,060円
　幼児（３歳〜）　　　1,450円

※スライダー利用等は別料金です。

●有効期間／2017年9月30日まで

●購入方法／	「ゆとりちよだ」窓口で会員証を提示の上ご購入下さい。電話予約、代引配送もできます。	

スパリゾートハワイアンズの問い合わせ先　TEL.0570-550-550（ナビダイヤル）

2017  明治安田生命Jリーグ  観戦チケット
（5月開催試合）のあっせん

サッカー観戦

●席種及び料金／ ホームA自由
またはホーム自由席

	大　人　	1,600円（当日券2,600円〜2,900円）
	小中学生　	400円（当日券800円〜1,200円）

●対象試合／ 主催チーム 月　日 対戦チーム キックオフ 会　　場

FC東京
5月14日（日） 柏レイソル 15：00 味の素スタジアム
5月28日（日） ヴァンフォーレ甲府 16：00 味の素スタジアム

川崎フロンターレ 5月 5日（金） アルビレックス新潟 15：00 等々力陸上競技場
横浜Ｆ・マリノス 5月20日（土） ベガルタ仙台 14：00 日産スタジアム

●申込期間／		往復はがき又はホームページで申込、4月12日（水）必着	

●往復はがきの場合は、主催チーム名・試合日と大人・小中学生の枚数を書いてお申込ください。	

●ホームページの場合は、試合日を選択して大人・小中学生の枚数を入力してください。	

●各試合30枚まであっせんします。（1会員各試合4枚まで） 
●応募多数の場合は、抽選となります。

野球  東京ドーム 巨人戦  空席受付 【先着順】
野球観戦

3塁側 ビームシート1組2席を先着順で販売します。（1席のみの販売は行っておりません。）
TEL.03-3294-8558

●申込方法／4月6日（木）午前9時より、電話のみで受付します。

●引取期間／4月6日（木）〜4月17日（月）　　　申込後のキャンセルはできません。

●料　金／　 平日　 　1組（2席）	 　9,000円	

 日曜日 　1組（2席）　10,000円
３塁側（ビジター側）
１階　 A42ブロック

6月16日 6月25日 7月2日 8月4日 8月6日 8月20日 9月8日 9月17日 9月26日
金 日 日 金 日 日 金 日 火

ロッテ 中日 DeNA 中日 中日 DeNA ヤクルト DeNA ヤクルト
9,000円 10,000円 10,000円 9,000円 10,000円 10,000円 9,000円 10,000円 9,000円
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老後にかしこく備える
個人型確定拠出年金（ ）セミナー

セミナー

今年1月から20歳以上60歳未満の方なら基本的にどなたでも加入できるようになり、注目度の高い個人型確定拠出年
金（iDeCo：イデコ）。当セミナーでは、その制度の仕組みや税制メリット、活用のポイント等をわかりやすく説明し
ます。

講師 個人型確定拠出年金（iDeCo）とは？	
みずほ銀行
アセットマネジメント推進部

林　佑美 氏（予定）

老後の資産形成を税制優遇※でサポートする制度です。
毎月掛金を積み立て、預金や投資信託など自分で選んだ商品で運用した後、原則 
60歳以降に年金または一時金で受け取ります。

※ 個人型確定拠出年金（iDeCo）の掛金は、全額所得控除（小規模企業共済等掛金控除）の対象となるため、所得税や住民税
の負担の軽減がはかれます。軽減額は、その方の収入や公的年金の状況等により異なります。くわしくはセミナーでご説
明します。

●日　時／	 5月24日（水）18：30〜20：30（受付18：15から）

●会　場／	 ちよだプラットフォームスクウェア4F　会議室	401

●持　物／	 筆記用具

●参加費／	 会員本人／会員の家族　無料	

会員の関係者　500円（当日受付で集金）

●募集人数／28名（1会員につき2名まで／応募多数の場合抽選）

●申込方法／ホームページ・往復はがき（氏名・年齢・会員番号または続柄を明記）

●申込期間／4月1日（土）〜4月16日（日）

●当落通知／4月21日（金）までに申込方法で通知

●お知らせ／セミナー会場と同フロアの『ゆとりちよだ』は水曜日につき19：00まで営業しております。	

チケットのお引取等がある方は18：30までにお済ませください。

東京・ミュージアム　ぐるっとパス2017
入場券・割引券

東京を中心とする80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。 初めて神奈川・千葉・埼玉の美術館が参加！

●対象施設／80の美術館・博物館・動物園・水族園・博物園	

◦各施設指定の展示に1回のみご利用いただけます。

●有効期間／最初に利用した日から2ヶ月間（ただし最終有効期限は平成30年3月31日）

●あっせん期間／4月3日（月）〜平成30年1月26日（金）まで

●料　金／　大人料金のみ　1,500円（通常料金2,000円）【1会員6冊まで】	

※施設ごとに、ぐるっとパスで「入場できる展示」と 
　「割引券として使える展示」があります。

●購入方法／「ゆとりちよだ」窓口で会員証を提示の上ご購入ください。	

電話予約、代引配送もできます。	

（キャンセルはできません）
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お知らせ
お知らせ広告募集

会報『ゆとりちよだ』に掲載する広告および折込広告を有料でお受けしています。 
随時受付しておりますが、掲載記事や同封物が多い場合、お受け出来ない月があります。

1．広告掲載料金（A4版カラー） 2．折込広告（チラシ）料金
広告サイズ 会員・契約業者 一　　般 広告サイズ 会員・契約業者 一　　般

1ページ 100,000円 150,000円 A4冊子
8ページ超 20円／枚 40円／枚

2／3ページ 67,000円 100,000円
1／2ページ 50,000円 75,000円 A4超

A3二つ折り 15円／枚 30円／枚
1／3ページ 34,000円 50,000円
1／4ページ 25,000円 38,000円 A4以下 7円／枚 15円／枚

お申込み・お問合せはゆとりちよだ事務局へ　TEL.03-3294-8558

お知らせ
お知らせチケットのあっせん販売について

今年度も昨年同様、多種多様のチケットをあっせんいたします。 
今まで扱ってきたチケットでも、仕入価格のアップで、あっせん価格が変更になっているものがあります。 
また、あっせん価格が同じでも、制限枚数・期間が変更になっているチケットがあります。 
下欄の「4月窓口チケットをあっせん販売しています」で確認後、お申込みください。

4月窓口 チケッ トをあっせん販売しています
施　　設　　名 あっせん期間 会員・家族料金 1会員の購入できる枚数等

特別展「茶の湯」 5月31日まで 1,000円（一般）／会期6月4日まで
あっせん期間内4枚まで

大エルミタージュ美術展 6月16日まで 1,000円（一般）／会期6月18日まで

国立演芸場 3月20日まで 1,100円

月6枚・年30枚まで

としまえん

年間を通じて
購入できます

1,500円（中学生以上）※3歳以上有料／9月30日まで有効

西武園ゆうえんち 700円（大人・こども共通券）※3歳以上有料／3月31日まで有効

サンシャイン水族館 1,000円（大人）／6月30日まで有効

スパ　ラクーア 1,700円（平日券・一般）／9月1日まで有効　

東京ドームシティ得10チケット 2,300円（大人・こども共通券）／9月30日まで有効

東武動物公園 1,700円（大人・こども共通券）※3歳以上有料／3月31日まで有効

スパリゾート　ハワイアンズ 600円（大人・こども・幼児共通券）／9月30日まで有効 前期8枚まで

マダム・タッソー東京 1,000円（大人・こども共通券）※3歳以上有料  ※小学生以下のみの入場不可／6月30日まで有効
前期10枚まで

レゴランド 1,300円（大人・こども共通券）※3歳以上有料  ※大人のみの入場不可／6月30日まで有効

ラフィネ　ランニングスタイル 300円　※更衣ロッカーとシャワーブース（ランナー以外でも利用可）／購入日から6か月有効 月10枚・年60枚まで

区立プール 400円（大人） 月10枚・年60枚まで

購入方法	 	「ゆとりちよだ」事務局窓口で、会員証を提示の上ご購入ください。	
また、電話での予約（取り置きは10日間程度）や、代引配送も承っております。

営業時間	 	午前9時から午後5時までです。（土・日・祝日は休み）	
※ただし、4月5日（水）、12日（水）、19日（水）、26日（水）は、午後7時まで営業いたしております。
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