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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。）
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納涼 茂山狂言祭 20187/22
SUN

「納涼　茂山狂言祭～世界無形文化遺産“狂言”の世界へようこそ～」 
全国からのリクエストで公演内容を決定する夏恒例の「納涼 茂山狂言祭」。 

「一度は見てみたいけど……」と思っている初めての方にこそご覧いただきたい、 
ファンが選ぶ名作揃いの公演です。
演　　目	「末広かり（すえひろがり）」	

「独り松茸（ひとりまつたけ）」	
「狸腹鼓（たぬきのはらつづみ）」

出　　演	 茂山千作　茂山あきら　茂山千五郎　茂山茂　茂山童司　ほか　	
日　　時	 7月22日（日）14：00開演　（上演予定130分）
会　　場	 国立能楽堂（JR線「千駄ヶ谷駅」、大江戸線「国立競技場駅」）
料　　金	 指定席　4,000円（一般料金6,000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	 6月14日（木）必着
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五木ひろしメモリアルコンサート
〜70 years さらなる挑戦〜

8/27
MON

2018年70歳を迎えた日本歌謡界のトップランナー五木ひろし。 
数々のヒット曲とともに辿るプレミアムコンサート★ 
五木ひろしのさらなる挑戦はファンならずとも必見!!
出　　演	 五木ひろし
曲　　目	 よこはまたそがれ　夜明けのブルース　長良川艶歌　恋歌酒場　ほか
日　　時	 8月27日（月）15：00開演
会　　場	 東京国際フォーラム	ホールA（JR線等「有楽町駅」）
料　　金	 全席指定　4,500円（通常料金8,640円）　※未就学児は入場できません。	　
枚　　数	 10枚（1会員2枚まで）
申込期限	 6月14日（木）必着

「狸腹鼓」（撮影：川西善樹）
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「HUGっと！  プリキュア  ドリームステージ♪」8/26
SUN

子どもたちに大人気の『HUGっと！ プリキュア  ドリームステージ♪』が、 
みんなで楽しめる、歌とダンスいっぱいのステージに登場します！

日　　時	 8月26日（日）11：00開演
会　　場	 新宿文化センター大ホール（大江戸線「東新宿駅」東京メトロ「新宿三丁目駅」）
料　　金	 Ｓ席　1,500円（当日料金3,000円）	

※3歳以上有料、3歳以下膝上無料。ただし、席が必要な場合は有料。	
●入場者特典付き	
●特定商品ご購入でプリキュアたちとハイタッチできる	
●ダンスレクチャー中は写メタイム

枚　　数	 60枚（1会員4枚まで）
申込期限	 6月14日（木）必着
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ミュージカル 『アルプスの少女ハイジ』

7/21・22
SAT  SUN

「生きるって素晴らしい」と共感させられるハイジの生き方に、だれ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、こどもから大人まで楽しめる感動的なミュージカル。

出　　演	 小川麻琴（ハイジ）　中山麻里（ロッテンマイエル）	
正木慎也（セバスチャン）　劇団東少

日　　時	 7月21日（土）11：00開演	
7月22日（日）14：30開演

会　　場	 三越劇場（東京メトロ「三越前駅」）
料　　金	 全席指定　2,500円（通常料金4,000円）　※満3歳以上、有料。
枚　　数	 各日10枚（1会員2枚まで）
申込期限	 6月14日（木）必着
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角笛シルエット劇場

7/21
SAT

こどもの心に　いつまでも残る　わかりやすく　たのしく　美しい影絵劇 
「ないた赤おに」：赤おにと青おにの友情を美しくうたう広介童話の影絵劇　　声の出演／宮城まり子 
「つのぶえのうた」：楽しさいっぱいの童謡ファンタジー　クックちゃんとお散歩。 
劇団角笛がお贈りする歌と影絵のファンタジーをお楽しみください

うたと司会：たいらいさお　稲村なおこ
日　　時	 7月21日（土）10：30開演	

※上演時間：1時間30分（途中休憩1回）
会　　場	 日経ホール（東京メトロ・都営地下鉄「大手町駅」）	

※3歳以上有料、2歳以下は大人1名につき1名まで	
　膝上無料。ただし、お席が必要な場合有料

料　　金	 全席指定　1,500円（通常料金,3,000円）
枚　　数	 20枚	（1会員4枚まで）
申込期限	 6月14日（木）必着

ⓒABC-A・東映アニメーション
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プリンスアイスワールド　2018「東京公演」 7/14・15
SAT  SUN

現在・過去・未来へ繋ぐ氷上の饗宴。1978年に誕生した日本初のアイスショー 
であるプリンスアイスワールドは、2018年に40周年を迎えます。
キャスト	 プリンスアイスワールドチーム
ゲ ス ト	 本田武史　エフゲニー・プルシェンコ　町田樹　織田信成　小塚崇彦　	

安藤美姫　村上佳菜子　坂本花織（14日）　田中刑事（15日）	
＊今後の出演者追加は、ホームページをご参照願います

日　　時	 7月14日（土）11:00開演／7月15日（日）11:00開演　	
会　　場	 ダイドードリンコアイスアリーナ（西武新宿線「東伏見駅」）	
料　　金	 ＳＳ席　10,000円（通常料金13,000円）
枚　　数	 各日10枚（1会員2枚まで）
申込期限	 6月14日（木）必着
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親子で楽しむ夏休みバレエまつり
キエフ・バレエ  〜タラス・シェフチェンコ記念ウクライナ国立バレエ〜

8/5
SUN

夏休みは家族で一緒に過ごす絶好の機会。お子様の夏休みの思い出作りに、本格的なクラシック・バレエはいかが
ですか？　様々な作品の名場面ばかりを集めた贅沢なバレエ・コンサートに、司会のお姉さんの解説も付いて、 
子供から大人まで楽しめる大人気の公演です。
予定プログラム

　　●「眠りの森の美女」第1幕よりワルツ、ローズ・アダージョ	 ●「白鳥の湖」第1幕2場より
　　●「くるみ割り人形」第2幕よりワルツ、パ・ド・ドゥ		 ●「人形の精」より
　　●「海賊」より奴隷のグラン・パ・ド・ドゥ	 	 	 ●「瀕死の白鳥」　他
出演予定	 エレーナ・フィリピエワ、オレシア・シャイターノワ、アンナ・ムロムツェワ、	

ニキータ・スハルコフ　他　	
キエフ・バレエ

日　　時	 8月5日（日）11：30開演
会　　場	 東京国際フォーラム　ホールC（JR線等「有楽町駅」）	

※	4歳以上のお子様からご入場できます。演奏は特別録音音源を使用します。	
演目・出演者は変更になる場合がございます。

料　　金	 全席指定　5,000円（通常料金7,000円）
枚　　数	 10枚	（1会員4枚まで）
申込期限	 6月14日（木）必着
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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

8/4
SAT

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！
指揮：佐渡裕　　管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団
日　　時	 8月4日（土）12：00開演
会　　場	 東京国際フォーラム　ホールA（JR線等「有楽町駅」）
料　　金	 S席　8,000円（通常料金11,500円）	

※未就学児のご入場はご遠慮ください	
※英語上映・日本語字幕あり	
　開演10分前に佐渡裕オープニングトークあり

枚　　数	 10枚（1会員2枚まで）
申込期限	 6月14日（木）必着 ⓒTakashi�Iijima

� 本田武史
　　エフゲニー・
� プルシェンコ � 町田樹

� 織田信成 � 小塚崇彦 � 安藤美姫

� 村上佳菜子 � 坂本花織 � 田中刑事
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第104回
7/22

SUN

日本を代表する名指揮者秋山和慶と、若き男性ソリスト3名がお届けするベートーヴェン。 
最初の交響曲と独創的な協奏曲は、どちらも明るく若さ満ち溢れる作品です。

出　　演	 指揮：秋山和慶　管弦楽：東京交響楽団	
ピアノ：北村朋幹　　ヴァイオリン：山根一仁	
チェロ：横坂源

曲　　目	 ベートーヴェン：交響曲第1番	
ベートーヴェン：	ピアノ、ヴァイオリン、	

チェロと管弦楽のための三重協奏曲
日　　時	 7月22日（日）14：00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　4,500円（通常料金7,000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	 6月14日（木）必着	

	

東京湾納涼船2018
クルーズ

東京湾の夏の風物詩『東京湾納涼船』が、この夏もまた、やってきます。 
5,000tクラスの大型客船で東京湾をクルージングしながら、 
美しい夜景と食事、そして音楽やダンスなどで、 
夏のひとときをお楽しみください。

●利用期間／7月1日（日）～9月24日（月・祝）まで

●料　　金／�大人�1,600円　　中高生�700円　　小学生�300円�

【1会員6枚まで】※未就学児無料 
（通常料金　大人2,600円　中高生1,050円　小学生550円） 
※料金には乗船料・フリードリンク・消費税が含まれます。

●販売期間／6月1日（木）～9月20日（木）まで　※売切れ次第終了
●航　　路／��19：15 竹芝桟橋発 ～ 東京湾内周遊 ～ 21：00 竹芝客船ターミナル・帰着�

〔竹芝 ～ レインボーブリッジ ～ お台場 ～ 大井埠頭 ～ 羽田空港 ～ 東京ゲートブリッジ・折返し〕

●利用方法／�①東海汽船納涼船予約係（☎03-3437-6119）へ乗船日を予約する。�

　◆受付時間◆　9：30～20：00（年中無休、乗船日の1か月前同日より予約受付）�

②予約完了後、ゆとりちよだで乗船券引換券を購入する。�

③乗船日当日、竹芝客船ターミナル窓口で乗船券引換券を乗船券と引換えて乗船する。�

※東京湾納涼船のホームページより予約状況が確認できます。
●購入方法／�東海汽船にて予約完了後、「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（取置き10日間程度・キャンセル不可）、代引配送もできます。
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モネ　それからの100年
展覧会

本展では、モネの初期から晩年までの絵画25点と、後世代の26作家による絵画・版画・写真・映像65点を一堂に展
覧し、両者の時代を超えた結びつきを浮き彫りにします。そして、「印象派の巨匠」という肩書にとどまらず、いま
もなお生き続けるモネの芸術のゆたかな魅力に迫ります。
●会　　期／7月14日（土）～9月24日（月・休）
●開館時間／10：00～18：00�

※ただし9月14日（金）、15日（土）は20：30まで 
※入館は閉館の30分前まで

●休 館 日／木曜日（8月16日は開館）
●会　　場／横浜美術館（横浜・みなとみらい）
●あっせん期間／6月1日（金）～9月20日（木）まで　※売切れ次第終了
●料　　金／前売券　一般　1,000円（当日券1,600円）�

【1会員4枚まで】�
※小学生以下無料 
※毎週土曜日は高校生以下無料（要生徒手帳、学生証） 
※障がい者手帳をお持ちの方と介護の方（1名）は無料 
※観覧当日に限り本展のチケットで「横浜美術館コレクション展」も観覧可

●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（取置き10日間程度・キャンセル不可）、代引配送もできます。

琉球　美の宝庫
展覧会

本展では、東アジアの文化を結び、新たな美としてひらいた琉球王国の輝きをご覧いただく機会として、琉球王家
尚家伝来品をはじめとする琉球美術の貴重な品々を特集します。

●会　　期／7月18日（水）～9月2日（日）※会期中展示替あり
●開館時間／10：00～18：00�

※金・土は20：00まで開館 
※いずれも入館は閉館の30分前まで

●休 館 日／毎週火曜日（ただし8月14日は18時まで開館）
●会　　場／サントリー美術館（東京ミッドタウン　ガレリア3F）
●あっせん期間／6月1日（金）～8月24日（金）まで　※売切れ次第終了
●料　　金／前売券　一般　700円（当日券1,300円）�

【1会員4枚まで】�
※中学生以下無料 
※障害者手帳をお持ちの方は、ご本人と介護の方1名様のみ無料

●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（取置き10日間程度・キャンセル不可）、代引配送もできます。

国宝　琉球国王尚家関係資料　玉冠（付簪）　18～19世紀
那覇市歴史博物館

花鳥図　山口宗季（呉師虔）筆　1715年
大和文華館
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夏の食事券
抽選や当落通知はありません

利 用 方 法

ホームページまたは
往復はがきで申込み ➡ ゆとりちよだ事務局より

申込完了の通知が届く ➡ ゆとりちよだで
食事券を購入 ➡ 「ゆとりちよだ食事券利用」

と伝えて予約 ➡ 当日店舗に
食事券を提出

●申込期間／6月1日（金）～12日（火）必着

●利用期間／平成30年7月1日（日）～8月31日（金）東京ドームホテルランチ共通券のみ12月13日(予定)まで

●引取期間／《窓口》6月19日（火）～7月4日（水）（要会員証提示）�

 代表者がまとめて引取る場合は全員分の会員証をご提示下さい（コピー可） 
《代引郵送》6月25日（月）までに発送予定（有料470円〜）

●購入可能数／1会員4枚まで（総数が4枚までなら複数のレストランへの申込みも可）

●申込方法／ホームページ・往復はがき

●注意事項／�※申込みいただいた全員の食事券をご用意します。抽選はありません。 
※ゆとりちよだ事務局からの自動返信メール、又は返信はがきが届いた時点で申込完了です。 
　届かない場合は事務局までお問合せ下さい。なお、申込期間終了後のキャンセルや変更はできません。 
※食事券は税・サービス料込です。必ずご予約の上ご利用ください。 
※店舗や料理の画像はイメージです。食材の都合により、メニュー内容が変更になる場合があります。

●食事券次回予定／秋の食事券：�9月号募集・利用期間10月～11月末

東京ドームホテル
最寄駅：水道橋駅・後楽園駅・春日駅 

ご家族やご友人とのゆったりしたお食事や、ビジネスシー 
ンでのご会食など、目的や気分にあったレストランをお選 
びいただけます。こちらのランチ共通券のみ利用期間は12 
月13日(予定)までです。除外日はありません。 

ランチ
４店舗共通券

1,600円（一般料金3,000円相当）

●共通券につき、申込時に店舗を選ぶ必要はありません。食事券購入後、希望の店舗にご予約ください。

スーパーダイニング 
『リラッサ』

和・洋・中 ランチブッフェ
〈ドリンクバー付き〉

※90分制

ホテル3F
℡03-5805-2277

サウンドステージ 
＆ダイニング 

『アーティスト カフェ』

パノラマランチ
メインディッシュ(1品)・ブッフェ 

(前菜・サラダ・ドルチェ) 
コーヒーまたは紅茶
※土日祝のみ90分制

ホテル43F
℡03-5805-2243

中国料理 
『後楽園飯店』

セットメニュー 
前菜・料理２品・点心・ 

スープ・ご飯 
デザート・コーヒー

後楽園ホールビル2F
℡03-3817-6134

スパニッシュ・イタリアン 
『バルコ』

セットメニュー
前菜・サラダ・スープ・

メイン・デザート・
コーヒーまたは紅茶

ミーツポート2F
℡03-5805-3167



※6月号のお申し込みは6月1日から受け付けます� ゆとりちよだ【第159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

�（7）

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ
横浜駅西口より徒歩1分

TEL.045-411-1188（レストラン総合予約10:00〜19:00）

旬の食材を使ったシェフ自慢のお料理で至福のひとときを。ランチはブッフェ・中国料理・フレンチから選べる共通券。 
ディナーは「五感で楽しめる」大人気ブッフェレストラン。利用除外日・追加料金を確認の上ご利用ください。

ランチ
３店舗共通券

2,700円
● 	共通券につき、申込時に店舗を選ぶ必要はありません。	
食事券購入後、希望の店舗をご予約ください。

オールデイブッフェ 
『コンパス』 
ランチブッフェ

	（一般料金	平日	3,801円+ドリンク代金	土日祝	4,396円	
	）

平日のみ1ドリンクサービス
11:30または13:40からの110分制

2F  利用除外日8/11～16

中国料理 
『彩龍』 

彩（いろどり）ランチコース

（一般料金4,752円）

前菜・スープ・点心・料理2品・
飯または麺・デザート

3F  利用除外日なし

フレンチ 
『ベイ・ビュー』 

エレガンスランチコース

（一般料金平日4,752円/土日祝5,292円）

前菜・スープ・魚料理・肉料理・
デザート・パン・コーヒーまたは紅茶

28F  利用除外日なし

ディナー
オールデイブッフェ『コンパス』ディナーブッフェ

3,600円（一般料金平日5,346円/土日祝6,058円）
110分制　土日祝は700円を現地で追加支払　2Ｆ　利用除外日8/11～16

● 	『コンパス』お子様料金についてはホテルへお問い合せください。

京王プラザホテル 和食かがり
新宿駅西口より徒歩5分・都営大江戸線 都庁前駅B1出口直結　本館2階

TEL.03-3344-0111㈹
季節ごとに厳選した旬の食材を、こだわりの調理法でお届けします。落ち着いた店内でお楽しみ下さい。

ランチ
かがり御膳

2,500円（一般料金4,200円）
小鉢、お造り、焼物、揚げ物、中皿、酢の物、煮物、お食事、デザート

ディナー
ワンドリンク付 いさり火コース

6,400円（一般料金8,800円）
酒肴、小吸い物、造り、煮物、揚げ物、焼肴、お食事、デザート
ワンドリンク（生ビール1杯・日本酒1合・焼酎1杯・ソフトドリンク）

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※  写真はイメージです。季節により、料理内容や食器が変更されます。
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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
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東京ドーム巨人戦　B席〈第3弾〉
野球観戦

東京ドーム開催の巨人×阪神戦を販売します。
●席種・枚数／B席　各日程10枚　1人1試合　1組2枚単位で申込
●対象試合／①8月24日（金）　　阪神戦　　18時開始�

②8月25日（土）　　阪神戦　　18時開始�
③8月26日（日）　　阪神戦　　14時開始

●料　　金／1組（2枚）　5,800円
●申込期間／往復はがき又はホームページで申込　6月15日（金）必着�

応募多数の場合は、抽選となります。（6月19日頃結果通知）
●注意事項／1塁側・3塁側の指定はできません。当選後のキャンセルはできません。

2018  明治安田生命Jリーグ（7月開催試合）

サッカー観戦

●席種及び料金／ ホーム自由席
またはホームA自由
またはサポーターズシート

	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 7月22日(日) 横浜F・マリノス 19：00 味の素スタジアム
7月27日(金) V・ファーレン長崎 19：00 味の素スタジアム

川崎フロンターレ 7月22日(日) V・ファーレン長崎 19：00 等々力陸上競技場
横浜Ｆ・マリノス 7月28日(土) 清水エスパルス 18：00 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　6月12日（火）必着�
●往復はがきの場合は、会員番号・氏名・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。�
●ホームページから申込みの場合は、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。�
●お申込みいただいた方全員のチケットをご用意いたします。（1会員各試合4枚まで）�
●申込期間終了後のキャンセル・変更は出来ません。

6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

ショーメ　宝石芸術の世界 6月27日まで 1,100円（一般）／会期9月17日まで あっせん期間内4枚まで
木更津市　江川海岸　潮干狩り 7月13日まで 1,000円（大人船付）500円（小人船付）800円（大人）400円（小人）／7月16日まで あっせん期間内6枚まで
エッシャー展 7月20日まで 1,000円（一般）／会期7月29日まで

あっせん期間内4枚まで
ルーヴル美術館展 8月31日まで 1,000円（一般）／会期9月3日まで
東京・ミュージアムぐるっとパス2018 1月25日まで 1,500円（大人）／有効期間：最初に利用した日から2か月間（最終有効期限：3月31日）年間6冊まで
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／10月31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 1,300円（大人）／9月30日まで有効
プラネタリウム/満天 800円（大人）／3月31日まで有効
サンシャイン60展望台 600円（大人）／9月30日まで有効
スパ　ラクーア 1,700円（平日券・一般）／10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）※3歳以上有料／9月30日まで有効 前後期各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／12月31日まで有効

前後期各10枚まで
レゴランド（お台場） 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／12月31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）

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6月6日（水）、13日（水）、20日（水）、27日（水）は、午後7時まで営業いたしております。


