
 
 

 

 

 

 

【星組公演】 

日時：7月 9日（土）11時 00 分開演 

・『めぐり会いは再び next generation－真夜中の依頼人（ミッドナイト・ガールフレンド）－』

『Gran Cantante（グラン カンタンテ）!!』 

【花組公演】 

日時：（1）8月 18日（木）18時 30分開演 （2）8月 28日（日）11時 00分開演 

・『巡礼の年〜リスト・フェレンツ、魂の彷徨〜』 

・『Fashionable Empire』 

 

◇参加費 

S席 4,700円 （一般価格 9,500円） 

A席 2,700円 （一般価格 5,500円） 

※公演当日３歳以上有料（膝上観劇不可）／2歳以下の入場不可 

◇募集人数  

会員及びその家族 各日Ｓ席 35名、A席 10名 合計 135名  

※１会員 4名様まで 

申込期限６月 19日(日)23：59まで 

◆宝塚歌舞伎 

 

◆劇団四季観劇「アナと雪の女王」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆募集開始５月１６日（月）～ 

 

 

 

 

 

 

申込締切 ：６月６日（月）２３：５９まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
◆宝塚観劇（7・８月公演） 
 

【星組公演】 

日時：7 月 9 日（土）11 時 00 分開演 

『めぐり会いは再び next generation 

－真夜中の依頼人（ミッドナイト・ガールフレンド）－』 

『Gran Cantante（グラン カンタンテ）!!』 

【花組公演】 
日時：①8 月 18 日（木）18 時 30 分開演  ②8 月 28 日（日）11 時 00 分開演 

『巡礼の年～リスト・フェレンツ、魂の彷徨～』 

『Fashionable Empire』 

◇参加費 

S 席 4,700 円 （一般価格 9,500 円） 

A 席 2,700 円 （一般価格 5,500 円） 

※公演当日３歳以上有料（膝上観劇不可）／2 歳以下の入場不可 

◇募集人数 

各日Ｓ席 35 名、A 席 10 名 合計 135 名 （１会員 4 名様まで・会員とご家族のみ） 

 

申込期限６月 19日(日)23：59 まで 
 

◆7 月大歌舞（歌舞伎座） 
 

日時： ① 7 月 17 日（日） ② 7 月 18 日（月・祝） 

 

第一部 當世流小栗判官        市川猿之助 出演   11 時 00 分開演 

第二部 1.夏祭浪花鑑 2.雪月花三景  市川海老蔵 出演  14 時 40 分開演 

第三部 風の谷のナウシカ 上の巻    尾上菊之助 出演   18 時 30 分開演 

 

  ＊いずれかの部をご選択ください。 

◇参加費  

２等席  6,000 円 （一般価格 12,000 円） 

       ※満 4 歳以上よりお一人様につきチケット 1 枚必要 

※第三部のみ 3 歳以下入場不可 

◇募集人数  各日各公演 10 名 計 60 名 （１会員 2 名様まで・会員とご家族のみ） 

 

申込期限 6 月 22日(水)23：59 まで 

仕事の合間にほっと一息。ホットな情報で気分もＨＯＴに♪ 
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まもなく募集を開始します！！楽しい企画が続々と… 

 

６月６日（月）募集開始予定！ 

★東京スカイツリーⓇ構造ガイドツアー★ 
営業時間前に集合して専属ガイドによるツアー、地上 155ｍのスカイツリーテラスからのダイナ 

ミックな眺望を楽しんだのち自由解散。東京スカイツリータウンでの昼食（ミールクーポン）つき。 

◇日程 ８月６日（土）・８月７日（日）・８月２０日（土）・８月２１日（日） 

    ９月１７日（土）・９月１８日（日）・９月２３日（金・祝） 

◇参加費  大人 ３,４００円  中学生・高校生 ３,０００円  小学生 ２,７００円 

  ＊安全上の理由により未就学児はご参加いただけません 

    ◇募集人数 各日２０名  合計１４０名 （1 会員 4 名様まで・会員とご家族のみ） 

   

６月８日（水）募集開始予定！ 

★スペシャル中華★ 
大人気のホテル中華ランチ！！ 

①  ホテルニューオータニ 大観苑 

②  ウエスティンホテル東京 龍天門 

 ③    プリンスパークタワー東京 陽明殿 

◇日程   ８月１日から１０月３１日の間でご希望日を予約（ただし除外日あり） 

◇参加費  大人 ３,６００～５,３００円  小人 １,６００～２,３００円 

             ＊①ホテルニューオータニ・大観苑では小人料金の設定はありません。 

  ◇募集人数 合計２５０名 （1 会員 4 名様まで・会員とご家族のみ） 

   

６月８日（水）募集開始予定！ 

★水陸両用バス「スカイダック」&ソラマチランチ★ 
午前中に水陸両用バスで浅草の街並みや墨田川を楽しんだあとはソラマチでのランチ。 

◇日程     ８月中の土・日・祝日からご希望日を予約 

◇参加費    ３,４００円   ＊小人料金の設定はありません。３歳以上対象 

  ◇募集人数  合計６０名  （1 会員 4 名様まで・会員とご家族のみ） 

   

６月１３日（月）募集開始予定！ 

★東京ドーム・巨人戦観戦★ 
  お食事チケット(５００円分)つき！ 

◇日程    ① 8 月２０日（土）１４：００ 阪神タイガース戦 

② ９月１０日（土）１４：００ 中日ドラゴンズ戦 

◇参加費    A席（指定）おひとり ３,７００円  

◇募集人数 各日４０名    合計８０名    （1 会員 4 名様まで・会員とご家族のみ） 

 

６月１５日（水）募集開始予定！ 

★読売日本交響楽団コンサート＆ホテルランチ★ 
ホテルメトロポリタンでの食事（ビュッフェ）のあと東京芸術劇場（池袋）でのクラシックコンサート。 

◇日程   ８月２７日（土）・８月２８日（日）・９月２４日（土）・９月２５日（日） 

   ＊８月公演と９月公演は内容が異なります 

◇参加費  6,0００円    ＊小人料金の設定はありません。 

  ◇募集人数 各日２０名  合計８０名   （1 会員 4 名様まで・会員とご家族のみ） 
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締め切り間近です。お早めにお申し込みを！（＊先着順ではありません） 
 

 
＊本格フライトシミュレーター体験ツアー    ６月２日（木）23：59 まで 
プロが訓練で使用するシミュレーターでボーイング機の操縦体験。お弁当つき。 

 

＊横浜エアキャビン体験＆日帰り温泉ツアー   ６月６日（月）23：59 まで 
世界最先端ロープウェイと絶景温泉「万葉俱楽部」でリフレッシュ。お食事券＋ワンドリンクつき。 

 

＊舞台「ゲゲゲの鬼太郎」            ６月１２日（日）23：59 まで 

水木しげる生誕１００周年プロジェクト！ 東京・明治座にて上演。 

 

 

 
お申し込みはこちらから 
＜ソウェルクラブ東京 WEB サイト＞ 

https://www.tcsw.tvac.or.jp/activity/kyosaikai/fukurikosei 

 

①当選後のキャンセルや人数変更、権利譲渡はできません。必ず会員交流事業 

の内容をご確認のうえ、ご応募ください。また、新型コロナウィルス感染拡 

大にともなう営業や興行の中止の場合を除き、入金された参加費は返金いた 

しません。予めご了承のうえご応募ください。 

② 新型コロナウィルス感染拡大の状況により、募集や実施の期間、企画内容等 

を急きょ変更・延期・中止とする場合があります。ソウェルクラブ東京 WEB 

サイトで随時、最新情報のご案内をしておりますので、必ずご確認をお願い 

いたします。 

 

 

「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 
6 月上旬に各事業所に送付します。 

 

●利 用 期 間：２０２３年２月２８日（月）まで 

●発 行 枚 数：１会員につき 1,000 円分補助券を 2 枚ずつ 

●利用方法・詳細：利用券の裏面または東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム 

ご利用者専用サイト（dcp.go2tdr.com）をご確認ください。 

◆注意事項◆ 

・いかなる理由があっても再発行はいたしません。 

・有償、無償を問わず、第三者へ譲渡（インターネットオークション等を含む）する事はできません。

万が一確認された場合は、無効処理をし、所属事業所に連絡します。 

・ご利用の際に、本人確認書類の提示を求められる場合があります。 

◆追加申請◆ ※必ず事務ご担当者様がおこなってください。 

 ・6 月以降に新規加入された方のみ追加申請ができます。 

  ・加入者証がお手元に届いてから、ソウェルクラブ東京ＷＥＢサイトの「施設利用補助事業」より申請 

をしてください。毎月１５日締切、発送予定です。 

・利用券にあわせて、「福利厚生センター東京 利用案内」も送付いたします。 
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 ソウェルクラブ東京 
QR コード 

https://www.tcsw.tvac.or.jp/activity/kyosaikai/fukurikosei
http://dcp.go2tdr.com/

