●１１月１６日 １６：００更新
売り切れの際はご了承ください。

★日時：１１月１７日（金） １０：００～１８：００
１１月１８日（土） １０：００～１７：００

入場無料
お待ちしてます～♪

★場所：文京シビックセンター地下 2 階
★物販：白にんにく（３コ入）３００円、黒にんにく ７００円、
だったんそば茶 ５００円

※数に限りがございます。

◎「シビックセンター公共駐車場」のご利用について
文京区の規定により、勤労者共済会は割引対象外施設のため、駐車料金が有料となります。

◎鴨川シーワールド
下記施設は、耐震工事により閉鎖いたします。
▶期間：９月１９日～２０１８年３月中旬頃
▸場所：エコ・アクローム
＊海水・淡水魚展示、クラゲライフ、マリンシアター、マリンシアター内でのベルーガショーも中止になります。
ベルーガ（白イルカ）は、観賞できません。

◎文京区史写真集の窓口頒布について
「文京区制７０周年記念 写真で綴る「文の京」 歴史と文化のまち」を、会員向けに共済会窓口で、有償
頒布しています。
写真・図版役６８０点を収集し、いまの文京区をつくりあげてきた歴史的・文化的背景などを丁寧に解説す
るとともに、現在のまちの暮らしなども紹介します。
頒布価格：１，７００円 （Ａ４班／２４０ページ／オールカラー）

◎都内公衆浴場共通入浴回数券について
・料金：１冊 ４，０００円

1 会員年間１５冊まで

・有効期限：２０１８年６月末

◎フィットネスクラブ東京ドーム
１１月券・１２月券は先着販売中！（窓口・代引）

黄色は残りわずか！

券の種類
大人 １，１００円

大人 １，０００円
こども ５００円

ムビ大人 １，１００円

映画の題名

上映開始予定

ラストレシピ

11/3

火花

11/23

ＤＥＳＴＩＮＹ 鎌倉ものがたり

12/9

映画妖怪ウォッチ シャドウサイド
未成年だけどコドモじゃない

鬼王の復活

12/16
12/23

氷菓

11/3

マイティー・ソー・ バトルロイヤル

11/3

HIGH&LOW THE MOVIE / FINAL MISSION

11/11

不都合な真実２：放置された地球

11/17

ＧＯＤＺＩＬＬＡ 怪獣惑星

11/17

ローガン・ラッキー

11/18

泥棒役者

11/18

ジャスティス・リーグ

11/23

覆面系ノイズ

11/25

探偵はＢＡＲにいる

12/1

ムーミン谷とウィンターワンダーランド

12/2

オリエント急行殺人事件

12/8

８年越しの花嫁 奇跡の実話

12/16

カンフー・ヨガ

12/22

キングスマン：ゴールデン・サークル

1/5

ジオストーム

1/19

かいけつゾロリ ＺＺのひみつ

11/25

ﾑﾋﾞﾞ大人 １，１００円

鋼の錬金術

12/1

ﾑﾋﾞこども

仮面ライダー 平成ジェネレーションズＦＩＮＡＬ

12/9

リベンジｇｉｒｌ

12/23

６００円

※こども券は、３歳から中学生まで
※１会員月４枚（年間３０枚まで）
1 日フリーパスでお得！

料金 １枚 １，０００円
※1 会員年度内５枚まで
※有効期限 平成３０年４月 3０日（券面表示より 1 か月延長）

1 冊に１０ポイントついて、ポイント内でお好きな施設を選んで遊べちゃう！
２・３冊持っていれば選択肢もグンと広がります。また、１冊を何人かで使用する事も可能です
（ただし、ポイントの切り離しはできません）。もちろん使いきれなかったポイントは後日利用もＯＫです！

得１０チケット対象施設・必要ポイント数については↓をクリック (ｃｔｒｌを押してクリック)
http//www.tokyo-dome.co.jp/10/
【有効期間：２０１８/３/３１日まで】
１冊２，３００円で販売中！ （１会員月/２冊まで）３冊目から２，５００円
≪法人サービスカウンターのご案内≫
東京ドームシティの法人会員として、「共済会会員証」提示で下記商品が購入できます。
【取扱場所等】
場所：東京ドームシティ ミーツポート２Ｆ
電話：０３－３８１７－６３６４
時間：１０：００～１９：００
支払：現金またはクレジットカード、購入は 1 日各券種１０枚まで。
（トリートメント＆ビューティー券とＴＤＣグルメチケットは枚数制限がありません）

【取扱商品】
★得１０チケット：１冊２，５００円
★スパラクーア：1 枚１，７５０円（２，８５０円）
★スパラクーア トリートメント＆ビューティー利用券：９００円（１，０００円）
★ＴＤＣグルメチケット：９００円（１，０００円）
★東京ドームビール券：７２０円（８００円）

黄色は残りわずか

は売切れ

●運慶●
【～11/26】東京国立博物館
●安藤忠雄展●
【～12/18】国立新美術館 企画展示室
一 般
１，１５０円（当日 １,500 円）
●フランス人間国宝展●
【～1１/２６】東京国立博物館
一 般
１，１５０円（当日 １,400 円）
●オットー・ネーベル展●
【～12/17】Bunkamura ザ・ミュージアム
一 般
１，１５０円（当日 １,500 円）
●北斎とジャポニスム●
【～2018/1/28】国立西洋美術館
一 般
１，２５０円（当日 １,600 円）
●古代アンデス文明展●
【～2018/2/18】国立科学博物館
一 般
１，２５０円（当日 １,600 円）
●ゴッホ展●
【～2018/1/8】東京都美術館
一 般
１，１５０円（当日 １,600 円）
●THE ドラえもん慶 TOKYO 2017● 【～2018/1/8】森アーツセンターギャラリー
一 般
１，４００円（当日 １,800 円）
中・高校生
１，０００円（当日 １,400 円）
４歳～小学生
５００円（当日
800 円）
●第４回 日展●
【～12/10】国立新美術館
一 般
９００円（当日 １,200 円）
● フランス宮廷の磁器 セーヴル● 【１１/２２～2018/1/28】サントリー美術館
一 般
９９０円（当日 １,300 円）
●熊谷守一●
【12/1～2018/3/21】東京国立近代美術館
一 般
１，１００円（当日 １,400 円）

●ルドルフ 2 世の驚異の世界展● 【2018/1/6～3/11】Bunkamura ザ・ミュージアム
一 般
１，２５０円（当日 １,600 円）
●ボストン美術館パリジェンヌ展● 【2018/1/13～4/1】世田谷美術館
一 般
１，１５０円（当日 １,500 円）
●ふるさと祭り●
【2018/1/12～21】東京ドーム
入場券
１，１００円（当日 １,７00 円）
どんぶり券付入場券
２，１００円（当日 2,７00 円）
● 第 17 回東京国際キルトフェスティバル● 【2018/1/25～31】東京ドーム
一 般
１，４００円（当日 2,100 円）
●テーブルウェアフェスティバル 2018● 【2018/2/4～12】東京ドーム
一 般
１，３００円（当日 2,100 円）
平成２９年度利用分（～２０１８/３/３１まで）

日帰り温泉施設等利用補助券、レジャー施設利用補助券、
映画利用補助券、東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム
利用券を窓口にてお渡ししています！
（１会員各２シートまで）

※窓口にお越しの際は、必ず会員証をご持参ください
※マジックキングダムクラブカードは、平成 28 年３月 31 日で終了しました。
★第２回 「サンクス・フェスティバル」パスポート販売のお知らせ
期間：１２月１日～１２月２９日の平日 および ２０１８年１月５日～２月２８日
【ＵＲＬ】 dcp.go2tdr.com 【ＩＤ】 dcp2017
【パスワード】 thanks02
★東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージ スペシャルプランのご案内
* ご予約の際は、東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトでのユーザ登録が必要となります。
期間：４月１日～２０１８年３月３１日
【ＵＲＬ】 dcp.go2tdr.com 【プランパスワード】 DCPPKG2017

http://www.hoshinoresort.com//gp/corporate-sp/

https://www.kanponoyado.japanpost.jp/tabi2017/winter/index.html

代金引換配達をご利用ください
窓口で販売しているチケットを、会員の事業所または自宅へお届けするサービスです。
手数料

（ﾁｹｯﾄ料金が５万円未満）

２２０円

（会員負担）

※到着日時の指定はできません。ご了承ください。

※共済会で取り扱っているチケットは、販売枚数に限りがありますので、お早めにお買い求めください。
なお、売り切れの際はご了承ください。

