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第 1 回 ジェフグルメカード（全国共通お食事券）
　ジェフグルメカード（全国共通お食事券）は、全国の有名レストランチェーン店や居酒屋チェーン店、今話
題の「東京ソラマチⓇ」など広範囲にいつでも使えるとっても便利なカードです。有効期限はありませんので、
期間を気にせず、ご家族や同僚とのご会食をお楽しみください。

申込・期限　往復はがき又はホームページに希望セット数を記入して申込 7 月 19 日（木）必着
　　　　　　（「ガイドブック 2012」P109< 記入例 2）を参照）
　　　　　　※申込み多数の場合は抽選となります。
　　　　　　●お問い合わせは 0120－150－563、ホームページ http://www.jfcard.co.jp
　ご利用いただけるレストラン（一例）

額面
5,000 円

（500 円券×10枚）

あっせん料金

4,000 円

あっせん数
400セット

（ばら売りはできません）

申込制限数
1会員年度内
2セットまで

通常料金

5,000 円

ファミリーレストラン

ファーストフード、テイクアウト、宅配

和食、洋食、焼肉　など

居酒屋



ゆとりちよだ【第 88号】（2）

チケットの申込方法は「ガイドブック 2012」P109 及び P110 を参照してください。
申込み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、募集数を超えた場合は抽選となります。

チ ケ ッ ト あ っ せ ん

松山バレエ団
森下洋子のバレエ＆トーク　「白鳥の湖」より
夏休み特別企画

　夏休みの終わりに本物のクラシックバレエの楽しさをご家族で感じてみ

てはいかがでしょうか。不朽の名作「白鳥の湖」よりスペシャルハイライ

トをお届けします。また、終演後のビッグサプライズもお見逃しなく！！

出　　演　　森下洋子　松山バレエ団総出演
日　　時　　8 月 25 日（土）11：30 開演
会　　場　　渋谷公会堂（JR 等各線　「渋谷駅」）

料　　金　　指定席　大人、子供　同一料金 2,000 円（通常料金 4,000 円）

　　　　　　※ 3 歳以上入場可、要チケット

枚　　数　　30 枚（1 会員 4 枚まで）

申込・期限　往復はがき又はホームページで申込 7 月 25 日（水）必着

夏休み特別企画　　　　　　　　　親子で楽しむオーケストラコンサート
　　　　　　こども音・楽・館　2012

　ヨーロッパに始まり、今やアメリカ、そしてアジアと、グローバルなコミニュケーションツールとして拡

がるクラシック音楽を、さまざまな角度から“体験”！ 夢あふれるこどもたちの感性を引き出しましょう。開演前

は、ロビーで楽器体験もできます。ぜひ、ご家族でお楽しみ下さい。

出　　演　　管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団　ほか
日　　時　　① 8 月 4 日（土）11：00 開演
　　　　　　② 8 月 4 日（土）15：00 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　大人、子供　同一料金 1,200 円（通常料金 3,000 円）

枚　　数　　①、②各 20 枚（1 会員 4 枚まで）

申込・期限　往復はがき又はホームページに希望日を書いて申込 7 月 18 日（水）必着
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　ミュージカル　　ラ・マンチャの男

作・構成・演出　ジャニー喜多川
出　　演　　亀梨和也　八乙女光　玉森裕太　千賀健永
　　　　　　宮田俊哉　樹里咲穂　鳳蘭
日　　時　　9 月 23 日（日）13：00 開演
会　　場　　帝国劇場（JR 線　「有楽町駅」）
料　　金　　A 席 8,000 円（通常料金 8,000 円）
枚　　数　　20 枚（1 会員 2 枚まで）※未就学児入場不可
申込・期限　往復はがき又はホームページに希望日を書いて申込
　　　　　　7 月 25 日（水）必着
　　　　　　当落の通知は 8 月 4 日以降になります。

　　帝国劇場９月公演　　『DREAM　BOYS』

　夢とは、夢を叶えようとする、その人の心意気だ。（松本幸四郎）ブロードウェイ・
ミュージカル日本上陸から 50 年。未だこの幸四郎の「ラ・マンチャの男」を超える
ミュージカルはない。
出　　演　　セルバンテス / ドン・キホーテ：松本幸四郎
　　　　　　アルドンサ：松たか子　ほか
日　　時　　8 月 18 日（土）18：00 開演
会　　場　　帝国劇場（JR 線　「有楽町駅」）
料　　金　　S 席 9,000 円（通常料金 12,500 円）
枚　　数　　10 枚（1 会員 2 枚まで）　　　　　　　　　　　　　　　　
申込・期限　往復はがき又はホームページに希望日を書いて申込 7 月 25 日（水）必着

　大地真央が、華やかにそして凛々しく、江戸の町を駆け抜ける。「仮面ライダー」
「サイボーグ 009」などの名作を生み出した、天才漫画家・石ノ森章太郎作品を初め
て舞台化。大地真央が演じるのは、かって“くノ一”であった艶やかな花魁・緋鳥。
大江戸八百八町でふりかかる数々の苦悩に、強くしなやかに、今、緋鳥が立ち向かう。
出　　演　　大地真央 / 湖月わたる　貴城けい　東幹久　ほか
日　　時　　① 8 月 25 日（土）12：00 開演
　　　　　　② 8 月 26 日（日）12：00 開演
会　　場　　明治座
　　　　　　（東京メトロ「人形町駅」「水天宮駅」都営線「人形町駅」「日本橋駅」）
料　　金　　A 席 8,000 円（通常料金 12,000 円）
枚　　数　　各日 10 枚（１会員２枚まで）
申込・期限　往復はがき又はホームページに希望日を書いて申込 7 月 25 日（水）必着

大地真央　　『大江戸緋鳥　808』
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　11 歳でデビューして脚光を浴びた伊東ゆかり　ツイスト娘と言われたボーイッシュな中尾ミエ　エレガン
トなムードを漂わせた園まり　日本の高度成長期を象徴するように、彗星のごとく現れた 3 人娘　伊東ゆか
り「小指の想い出」中尾ミエ「可愛いベイビー」園まり「逢いたくて逢いたくて」など、懐かしいヒット曲の
数々を歌い上げます。3 人 3 様の個性が光るパワフルなステージで、
ニッポンをもっと元気に！
出　　演　　伊東ゆかり　中尾ミエ　園まり
日　　時　　8 月 5 日（日）14：30 開演
会　　場　　中野サンプラザ（JR 等各線　「中野駅」）
料　　金　　指定席 4,000 円（通常料金 6,000 円）
枚　　数　　各日 10 枚（1 会員 2 枚まで）
申込・期限　往復はがき又はホームページに希望日を書いて申込
　　　　　　7 月 18 日（水）必着

ゆかり・ミエ・まり　３人娘

　「さらなる高みへ！」
出　　演　　中村紘子
予定曲目　　シューマン：アラベスク
　　　　　　ショパン：ピアノ・ソナタ第２番「葬送」、舟歌　ほか
日　　時　　9 月 16 日（日）14：30 開演
会　　場　　サントリーホール（東京メトロ　「六本木一丁目駅」「溜池山王駅」）
料　　金　　S 席 5,000 円（通常料金 7,000 円）
枚　　数　　10 枚（1 会員 2 枚まで）
申込・期限　往復はがき又はホームページで申込 7 月 25 日（水）必着

中村紘子 ピアノ・リサイタル

　日本人とドイツ人の血を引き、今や世界から注目される新世代ヴァイオリニスト、
シュタインバッハーと、イギリス人指揮者ウィグルスワースの競演。名曲『悲愴』
とブラームスのヴァイオリン協奏曲の名演奏が期待されます。
出　　演　　指揮：マーク・ウィグルスワース　
　　　　　　ヴァイオリン：アラベラ・美歩・シュタインバッハー
日　　時　　9 月 8 日（土）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 3,500 円（通常料金 6,000 円）
枚　　数　　10 枚（1 会員 2 枚まで）
申込・期限　往復はがき又はホームページで申込 7 月 25 日（水）必着

　東京交響楽団　オペラシティシリーズ
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　九月の文楽公演は、9 月 9 日が「粂仙人吉野花王」（くめのせんにんよしのざくら）
と「夏祭浪花鑑」（なつまつりなにわかがみ）、9 月 17 日が「傾城阿波の鳴門」（け
いせいあわのなると）と「冥途の飛脚」（めいどのひきゃく）です。いずれも文楽の
代表作。是非、ご期待下さい。
日　　時　　① 9 月 9 日（日）　　　11：00 開演
　　　　　　② 9 月 17 日（月・祝）16：00 開演
会　　場　　国立劇場（東京メトロ　半蔵門線「半蔵門駅」「永田町駅」）
料　　金　　1 等席 4,800 円（通常料金 6,500 円）
枚　　数　　各日 10 枚（1 会員 2 枚まで）
申込・期限　往復はがき又はホームページで申込 7 月 25 日（水）必着

国立劇場　　九月　文楽公演

講習会＜夏に役立つアロマセラピー利用法＞

東京湾納涼船　2012

　アロマセラピーの基本を知って、夏の生活に役立てませんか？
　香りによるリフレッシュ法やエッセンシャルオイルの楽しみ方、夏に役立つアロ
マセラピー利用法を学んだ後、好みの精油を使用したエアーフレッシュナーを作り
ます。講師は、イギリスのオーガニック ナチュラルコスメブランド、ニールズヤード 
レメディーズの杉浦裕里江先生です。
日　　時　　8 月 3 日（金）19：00 ～ 21：00
会　　場　　ちよだプラットフォームスクウェア 5 階会議室（神田錦町 3 － 21）
参 加 費　　会員　500 円　区民・在勤者　1,000 円
募集人員　　20 名（応募多数の場合抽選となります。）
申込・期限　往復はがき又はホームページで申込 7 月 24 日（火）必着
　　　　　　※製作に必要な材料や道具類は用意します。

　5,000t クラスの大型客船で東京湾をクルージング！
　見どころは東京湾の新名所、東京ゲートブリッジやお台場エリアです。
開催期間　　7 月 2 日（月）～ 9 月 23 日（日）
販売期間　　7 月 2 日（月）～ 9 月 20 日（木）※ 売切れ次第終了
運航時間　　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〕
料　　金　　大　人 1,500 円　中高生 700 円　小学生 300 円
　　　　　　（通常料金　大人 2,500 円　中高生 1,000 円　小学生 500 円）
　　　　　　※生ビール、ワイン、サワー各種、ソフトドリンクの飲み放題。（フードは別料金）
枚　　数　　大　人 300 枚　中高生、小学生各 20 枚（1 会員 6 枚まで）
　　　　　　乗船券引換券のご購入となります。
購入方法　　「ゆとりちよだ」事務局窓口でご購入ください。会員の方は会員証を提示して下さい。
　　　　　　※必ず東海汽船（03 － 3437 － 6119）に予約してください。
　　　　　　※乗船当日に窓口で乗船券と引き換えてからの乗船となります。
　　　　　　※乗船希望日の 1 ヶ月前から予約が可能です。
　　　　　　※満席となる場合もございますので、お早目にご予約下さい。
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レゴランド・ディスカバリー
・センター　東京

サンリオピューロランド 入場券＆パスポート

　サンリオピューロランドの入場券とパスポートをあっせんいたします。

　※大人（18 歳以上）、中人（中高生）、小人（4 歳～小学生）共通料金
　※入場券のみの場合、館内でフリーアトラクション券を 1,400 円で購入すること
もできます。
有効期間　　7 月 14 日（土）～ 9 月 23 日（日）（9/5,6,12,13 は休館）
あっせん期間　7 月 2 日（月）～ 9 月 14 日（金）
購入方法　　「ゆとりちよだ」事務局窓口でご購入ください。会員の方は会員証を提
　　　　　　示してください。※電話での取置き、代引配送も可能です

　300 万個を超えるレゴ ® ブロックで飾られた屋内型施設です。レゴ ®

ブロックで遊びながら、ものを作り出す楽しさを感じるレゴ教室やレゴ
® レーサー、アスレチックや幼児向けのプレイグランドなど創造力を刺
激する体験型アトラクションがいっぱいです。シューティングゲームや
4D シネマ、東京の街並みを再現したレゴ ® ジオラマなどご家族も楽し
めるアトラクションもあります。
日　　時　　7 月 28 日（土）14：00　※日時指定チケットです。
料　　金　　1 名 800 円（通常料金 1 名 2,000 円）
　　　　　　※大人・こども共通券（2 歳以下無料）
枚　　数　　20 枚（1 会員 4 枚まで）
申込・期限　往復はがき又はホームページに希望枚数を書いて申込
　　　　　　7 月 13 日（金）必着

7/14 ～ 9/2 の夏イベントです
©’08,’12 SANRIO/SEGA TOYS S･S/W･TX･JLPC ©’12 SANRIO APPROVAL No.P0405312

券　　種
入場券

（入場＋無料のショー）
パスポート

（入場＋フリーアトラクション）

枚数

100枚

100 枚

通　常　料　金
大人：3,000 円　中人：2,700 円
小人：2,000 円　3歳以下は無料
大人：4,400 円　中人：4,000 円
小人：3,300 円　3歳以下は無料

あっせん料金

500円

1,700 円

営業時間　　10 時～ 21 時（入場は 19 時まで）
場　　所　　デックス東京ビーチ  アイランドモール 3 階（お台場）
　　　　　　ゆりかもめ「お台場海浜公園」駅徒歩 2 分　りんかい線「東京テレポート」駅徒歩 5 分　　
　　　　　　※入場は予約チケット入口からになります。指定時間にお越し頂きますと優先的にご入場頂け
　　　　　　　ます。
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大英博物館　古代エジプト展

ベルリン国立美術館展  ～学べるヨーロッパ美術の 400 年～

　恐竜界のオールスターが世界から幕張に大集結！人気 NO.1 の恐竜王ティランノサ
ウルスを筆頭に、トリケラトプス、アロサウルス、ステゴサウルス、ディプロドク
スなど世界の有名恐竜が続々集結。展示総数 200 点を超える大コレクションを公開！
会　　期　　7 月 21 日（土）～ 9 月 23 日（日）
休 場 日　　無休
開場時間　　9：00 ～ 17：00　※入場は閉場の 30 分前まで
会　　場　　幕張メッセ国際展示場 10・11 ホール（海浜幕張駅）
あっせん期間　7 月 2 日（月）～ 9 月 21 日（金）
料　　金　　前売券  大　　人　1,700 円（一般当日券 2,500 円）
　　　　　　前売券  小中学生　 700 円（一般当日券 1,200 円）※ 未就学児無料
　　　　　　※障害者手帳をお持ちの方とその付添 1 名無料
枚　　数　　大人 100 枚、小中学生 50 枚（1 会員 6 枚まで）
購入方法　　「ゆとりちよだ」事務局窓口でご購入ください。会員の方は会員証を提
　　　　　　示してください。

　本展は、大英博物館が世界に誇るコレクションから 37m の世界最長『死者の書』
「グリーンフィールド・パピルス」の全容を日本初公開するほか、ミイラや棺、護符、
装身具など約 180 点を紹介。古代エジプト人が祈りを込めた来世への旅路を追体験
する展覧会です。
会　　期　　7 月 7 日（土）～ 9 月 17 日（月 ･ 祝）
休 館 日　　会期中無休
開館時間　　10：00 ～ 22：00
　　　　　　※金曜日はナイトミュージアムを実施（22：15 ～ 23：30）
　　　　　　いずれも入館は閉館の 30 分前まで
会　　場　　森アーツセンターギャラリー（六本木ヒルズ森タワー 52 階）
あっせん期間　7 月 2 日（月）～ 9 月 7 日（金）
料　　金　　一　　　般　800 円（当日券 1,500 円）
　　　　　　高　大　生　600 円（当日券 1,000 円）
　　　　　　小　中　生　300 円（当日券 500 円）　※ 未就学児無料
枚　　数　　一般 50 枚、高大生 10 枚、小中生 10 枚（1 会員 6 枚まで）
購入方法　　「ゆとりちよだ」事務局窓口でご購入ください。会員の方は会員証を提
　　　　　　示してください。

　19 世紀にプロイセン帝国の首都ベルリンに国立美術館・博物館が誕生して以来、
強大な経済力を背景に、その美術品コレクションは類をみない規模となりました。
このたび、ベルリンより絵画、彫刻、素描など 107 点が来日します。
会　　期　　6 月 13 日（水）～ 9 月 17 日（月 ･ 祝）
休 館 日　　月曜日（ただし 7/16、8/13、9/17 は開館、7/17 は休館）
開館時間　　9：30 ～ 17：30（金曜日は 20：00 まで）　※ 入館は閉館の 30 分前まで
会　　場　　国立西洋美術館 （上野公園）
あっせん期間　7 月 2 日（月）～ 9 月 14 日（金）
料　　金　　一　　　般　800 円（当日券 1,500 円）
　　　　　　大　学　生　600 円（当日券 1,200 円）
　　　　　　高　校　生　400 円（当日券 500 円）
　　　　　　※ 7 月 21 日（土）～ 8 月 5 日（日）は高校生無料。
　　　　　　※中学生以下無料　※本展の観覧券で常設展示もあわせてご覧頂けます。
枚　　数　　一般 100 枚、大学生、高校生各 10 枚（1 会員 6 枚まで）
購入方法　　「ゆとりちよだ」事務局窓口でご購入ください。会員の方は会員証を提
　　　　　　示してください。

ヨハネス・フェルメール
《真珠の首飾りの少女》

1662 － 1665 年頃
油彩、カンヴァス

ベルリン国立絵画館
©Staatliche Museen zu 

Berlin



ゆとりちよだ【第 88号】（8）

☆チケットをあっせん販売しています☆　7 月窓口

※会員・家族の方のご利用料金です。

購入方法　「ゆとりちよだ」事務局窓口でご購入ください。会員の方は会員証を提示してください。
　　　　　電話予約、代引配送もできます。
営業時間：午前 9 時から午後 5 時まで（土・日・祝日は休み）  
 　※なお、7 月 4 日（水）、11 日（水）、18 日（水）、25 日（水）は午後 7 時まで営業します。

１会員の購入できる枚数等
月間10枚・年間50枚まで
４枚まで
月間１０冊まで

月間１０枚・年間60枚まで

あっせん期間

年間を通じて
購入できます。

月間１０枚・年間５０枚まで

月間6枚・年間30枚まで

６枚まで

月間６枚まで
4枚まで

４００円（大人）

「コニカミノルタプラネタリウム満天」５００円（大人）、３００円（こども）

施　　設　　名
西武園ゆうえんち
としまえん 
東京ドームシティ得１０チケット

区立プール
3００円ラフィネ　ランニングスタイル

１，８００円（一般）スパ　ラクーア
６００円※～９月末有効の分は売り切れました。次回は１０月にご案内します。スパリゾート ハワイアンズ

サンシャインシティ

六本木ヒルズ展望台・森美術館

料　　　　　　　　金
500円（大人・こども共通券）
７月分　１，０００円（大人・こども共通券）※８月分は事前申込で完売
２，3００円（大人・こども共通券）

東武動物公園 １，6００円（大人・こども共通券）

８００円（一般）、６００円（学生）、３００円（中学生～４歳以上）
国立演芸場 １，０００円

ぐるっとパス

６００円（一般）
８００円（一般）、６００円（大学生）、４００円（高校生）、65歳以上（５００円）

１，５００円（一般）

7／13まで
8／31まで

６００円（大人）、５００円（大学・高校生）、３００円（中学･小学生) 8／31まで

日本橋展
マウリッツハイス
ビートたけし北野

1／31まで

「国際水族館」９００円（大人）

2012 Ｊリーグ ディビジョン１観戦チケット
(8 月開催試合 ) のあっせん　　　　　　　　 

席種及び料金　ホームＡゾーン　　　　　大　　人　　1,300 円（当日券　2,000 円～ 2,600 円）
　　　　　　または、ホーム自由席　　小中学生　　　400 円（当日券　 500 円～ 1,200 円）
対象試合

申込・期限　往復はがき又はホームページに、主催チーム名、試合日と大人 ･ 小中学生の枚数を記入して申込
　　　　　　7 月 12 日（木）必着
　　　　　　※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。

主催チーム キックオフ 会　場
19：00
19：00
19：00
19：00
18：30

ニッパツ三ツ沢球技場
日産スタジアム
等々力競技場
等々力競技場
味の素スタジアム

横浜F・マリノス

川崎フロンターレ

ＦＣ東京

対戦チーム
アルビレックス新潟
川崎フロンターレ
サガン鳥栖
名古屋グランパス
大宮アルディージャ

8月11日（土）
18日（土）

8月11日（土）
25日（土）

8月18日（土）

試　合　日

東京ドーム　2012 年 巨人戦空席  先着販売中　電話でお申し込み下さい。
　先着順に、何組でもお申込みいただけます。☎ 03 － 3294 － 8558
　※６月 15 日現在の空席状況です。売り切れていることもございます。

　※席種＝スカイ（１塁側 2 階席）、ビーム（３塁側 1 階席）※ 応援グッズ引換券付き

月　日
曜　日
対　戦
空　席
料　金

スカイ
8,000円

9月2日
日
横　浜

ビーム
6,000円

9月12日
水
広　島

スカイ
6,800円

9月13日
木
広　島

スカイ
8,000円

9月23日
日

ヤクルト
ビーム
6,800円

9月23日
日

ヤクルト
ビーム
6,000円

9月13日
木
広　島


