
応募の時点で有効な会員証（＝会員番号）をお持ちの方のみとさ
せていただきます。なお、応募に際し、返信用切手は不要です。
※yfc会員新規入会の方は今月号のプレゼントにはご応募でき
ません。次号以降よりご応募いただけます。

【応募方法】
ハガキ（郵便料金62円）の裏に〒住所、会員氏名、会員番号、応募
プレゼント名をご記入ください。
【あて先】
〒102-8609 東京都千代田区平河町2-13-3
yfcニュース9月号「○○○○○」係
※「○○○○○」には応募プレゼント名をご記入ください。

【応募のご注意】応募は、ハガキ1枚で1プレゼント1口に限ります。
複数のプレゼントにご応募の場合は、各プレゼントごとに別々
のハガキでお申し込みください。
下記に該当した場合は、“応募無効”となります。
①1プレゼントへ複数口応募された場合
②1枚のハガキで複数のプレゼントに応募された場合
③応募方法または記入に不備がある場合
④封書または往復ハガキで応募された場合
⑤応募締め切り日後に到着した場合

【抽選】会員向けプレゼントは抽選となります。当選者の発表は
発送をもってかえさせていただきます。当落や応募ハガキの到
着など個別のお問い合わせは、ご容赦願います。

読売ファミリー・サークル会員向け
プレゼントへの応募方法

読売ファミリー・サークル会員向けプレゼントは、
yfc会員が対象です。

<yfc会員年会費> 新規・継続とも1,404円（税込み）
特典❶ 招待券を年間12枚まで請求できます（請求多数の場合抽選）
 東京ドーム巨人戦、遊園地、美術館、水族館など提携施設招待
特典❷ yfcフェスティバルにご招待（一部優待）
 会員証提示でご家族５名様まで招・優待
特典❸ 会員証提示で提携施設の割引がうけられます

 レジャー、ショッピング、旅行、カルチャーなど、提携約
400施設1,000か所以上で割引

特典❹ 「yfcニュース」のプレゼントに応募できます（抽選）

※記載の料金は税込み価格です。特典のご利用は、首都圏の施設が主体となります。

入会すると、こんなにおトク！☞
入会は

、いつで
も、

どなた
でも、お

気軽に
。 ニュース

   2019年 月号 yfc会員向け“最新トクトク情報”満載 ▶次号は10月中旬折り込み予定

yfc会員招待デー 人気レジャー施設を家族で楽しもう!
yfcフェスティバルyfc会員証の提示でご家族５名様まで入園無料!

※開催日時等は、都合により変更・中止になる場合があります。

招
待
yfcフェスティバル in 京急油壺マリンパーク 
9月21日（土）・22日（日）・23日（月・祝）の3日間 yfc受付にて会員証の提示でご家族５名様まで入園無料

●受付時間＝9：00 ～ 15：00 ●抽選会＝9：00 ～ 15：00（1家族1回） ●所在地＝神奈川県三浦市三崎町小網代1082 ☎046-880-0152

招
待
yfcフェスティバル in よみうりランド 
9月28日（土）・29日（日）・10月5日（土）・6日（日）の4日間 yfc受付にて会員証の提示でご家族５名様まで入園無料

●受付時間＝9：00 ～ 15：00（入園口横yfc受付にて）（9月28日（土）・10月5日（土）は10：00 ～ 15：00） ●抽選会＝13：00時開催
（遊園地内「太陽の広場ステージ」） ●会員特典＝ワンデーパス特別割引：大人5,400円→3,200円、中高生4,300円→2,900円、
3歳～小学生3,800円→2,700円 ●所在地＝東京都稲城市矢野口4015-1　☎044-966-1111

招
待
yfcフェスティバル in 那須ハイランドパーク 
10月12日（土）・13日（日）・14日（月・祝）の3日間 yfc受付にて会員証の提示でご家族５名様まで入園無料

●受付時間＝9：30 ～ 15：00 ●会員特典＝ファンタジーパス（フリーパス）特別割引：大人（中学生以上）4,000円→3,000円、小人（3歳～
小学生）3,100円→2,100円 ●所在地＝栃木県那須郡那須町高久乙3375　☎0287-78-1150

※お送りする招・優待券は、一部、日時の制約や満員の際に利用できない場合があります。

　2019年10月1日に予定されている消費税率引き上げに伴う
各種料金について、下記のとおりご案内申し上げます。

■年会費
　消費税率が8％から10％に引き上げられるのに伴い、2019
年10月1日以降の入会手続き（新規・継続）の際の年会費を次

のように変更させていただきます。
①お申込日が9月30日までの場合：年会費1,404円（税込み）
　【内訳：1,300円（税別価格）＋104円（消費税8％）】
②お申込日が10月1日以降の場合：年会費1,430円（税込み）
　【内訳：1,300円（税別価格）＋130円（消費税10％）】

■送料（郵便料金）
　招待券を9月25日（消印）以降にご請求された場合は、発送

が10月1日以降になりますので、送料として84円分の返信用
切手を同封してください。
　なお、お送りする招待券の枚数により同封いただく切手の
枚数（料金）が異なります。
①招待券枚数が～6枚（84円切手1枚／84円）
②7～12枚（2枚／168円）③13、14枚（3枚／252円）
※9月24日（消印）までにご請求された場合は、①82円、②
164円、③252円です。

■入会申し込み方法＝お近くの郵便局に備え付けの「払込取扱票」を利
用して年会費1,404円をお振り込みください。払い込み手数料はお客
様のご負担となります。「払込取扱票」にご記入いただく加入者名・口
座番号は下記のとおりです。

※「払込取扱票」のお名前と住所には必ず「フリガナ」をお願いします。
※プレゼントの「招待券４名様分」は、yfcガイドブック等と一緒に
お送りします。発送はお振り込みいただいてから約３週間後とな
ります。

【ご注意】①入会登録は１家族１名です（重複登録は出来ません）。②他の
入会キャンペーンとの併用はできません。③入会キャンペーンはYFC
事務局へ直接、郵便振込にて入会申し込みされた方が対象となります。
【キャンペーン対象外】①継続ご入会者、読売新聞販売店（YC）からの入
会者。②インターネットバンキング、口座振替等でのお手続きはお客様
のご住所等の確認ができないため、ご遠慮ください。

■お振り込み先（「払込取扱票」に記入）
加入者名＝読売ファミリーサークル入会係
口座番号＝00120-7-581179
振り込み金額＝1,404円（税込み）
通信欄＝ご入会者のお名前、〒住所、電話番号
※お名前・住所にはフリガナのご記入をお忘れなく。

期間中のyfc会員新規入会者にもれなく

「マザー牧場」
入場招待券4名様分をプレゼント！

yfc会員9月入会キャンペーン会員募集中！

キャンペーン期間＝9月9日（月）～30日（月）お振込分まで
下記の方法でYFC事務局へ直接「振り込み」のyfc会員新規入会者が対象

　マザー牧場では、9月7日（土）から「秋フェス2019」
がスタート！秋といえば食欲の秋！ということで普
段は出来ないエリアでの特別なエサやり体験「もぐも
ぐフェスタ」を開催します！さらに、動物たちのお部
屋のお掃除やえさやりなどのお仕事体験ができる「な
りきりこども飼育員」や、9月～ 11月の3連休限定「ひ
つじの大放牧」など楽しいイベントが盛りだくさん♪
もちろん秋の味覚狩り「さつまいも掘り」と「キウイフ
ルーツ狩り」も開催します。
●招待券有効期限＝2020年1月31日（金）まで
●所在地＝千葉県富津市田倉940-3  ☎0439-37-3211

読売ファミリー・サークル事務局
〒102-8609 東京都千代田区平河町2丁目13-3 読売情報開発ビル3F
☎03-5212-1905　月～金／10：00～17：00（土・日・祝日、年末年始は休業）

http://yfc.yomiuri-johkai.co.jp/

■読売ファミリー・サークル会員向けプレゼント ●締め切り日＝9月17日（火）必着

　天皇陛下の御即位を記念し、日本を代
表する文化財である正倉院宝物と、その
双璧をなす法隆寺献納宝物をともに公開
する特別展です。1260年にわたり守り継
がれてきた世界的にも比類のない文化財
である正倉院宝物。その中でも、古代東洋
の工芸史上、最高の傑作と言うべき至宝
「螺鈿紫檀五絃琵琶」など珠玉の宝物が
公開されます。皇室が守り伝えた飛鳥・奈
良時代の日本の美をご覧いただきます。
●招待券有効期間＝10月14日（月・祝）～11月24日（日）
●会場＝東京国立博物館　平成館（東京都台東区上野公
園13－9）　☎ハローダイヤル：03-5777-8600

●開館時間＝ 9：30 ～ 17：00 （入館は閉館の30分前まで）
※会期中の金曜・土曜、11月3日（日・祝）、11月4日（月・振
休）は21：00まで開館

※休館日：月曜日、11月5日（火）（ただし、10月14日（月・祝）
と11月4日（月・振休）は開館）

●アクセス＝JR上野駅公園口、鶯谷駅南口より徒歩10分

　湘南海岸が目の前に広がる
「新江ノ島水族館」は、今年開業
15周年を迎えます。イルカ・アシ
カたちのパフォーマンスが見られる「イルカショースタジア
ム」や、約2万匹の魚が遊泳する「相模湾大水槽」、幻想的な癒
やし空間「クラゲファンタジーホール」など、様々な演出で来
場者を魅了します。イルカと握手やカピバラにごはんなど、
満喫できるプログラムやイベントも充実！“えのすい”と相
模湾から広がる豊かで美しい海を五感で楽しめます。
●招待券有効期限＝12月31日（火）まで
●所在地＝神奈川県藤沢市片瀬海岸2-19-1 ☎0466-29-9960
●開館時間＝3月～ 11月：9：00 ～ 17：00/12月～ 2月：10：00
～ 17：00（最終入館は16：00まで）
※営業時間の変更・臨時休館等はHPでご確認ください。
また、9月下旬～11月中旬は平日午前中（9：00～ 13：00）
の混雑が予想されます。

●アクセス＝小田急江ノ島線「片瀬江ノ島駅」徒歩3分・江
ノ島電鉄「江ノ島駅」徒歩10分・湘南モノレール「湘南江
の島駅」徒歩10分

https://www.enosui.com/

正倉院の世界
－皇室がまもり伝えた美－
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新江ノ島水族館10
組
20
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券
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　“アンジェ” の綴
つづ

りはA・N・
G・E　「Amenity Natural 
Garden of Europe」＝“心地
よい自然にあふれた欧風庭
園”の気持ちを込めて名付けました。また、フランス語では“アン
ジュ ”と発音し、“エンジェル=天使”という意味があります。京王
フローラルガーデン　アンジェ、緑豊かで整備されたくつろぎの
空間をご提供するとともに、植物・ガーデニングなどに関する質
の高い情報を発信し、お客様の豊かな生活に貢献いたします。
●招待券有効期間＝10月1日（火）～12月28日（土）
●所在地＝東京都調布市多摩川4-38 ☎042-480-2833
●営業時間＝10月～ 2月：10：00 ～ 16：30/3月～ 9月：10：00
～ 17：30（入園は閉園時間の30分前まで）
※休園日：毎週水曜日（水曜日が祝日の場合はその翌日
/4月、5月、10月は無休）、年末年始（12月29日～ 1月3日）。

●アクセス＝京王線「京王多摩川駅」下車すぐ

京王フローラルガーデン
～花と緑を愛するすべての人たちへ～

10
組
20
名

入園
招待
券

抽選

　36回目を数える国内
有数の室内アンティーク
イベントです。日本の骨
董業者が150店舗、西洋
骨董・コレクタブルズなどが約50、総計200社ほどのディー
ラーを一堂に集めた国内最大規模の大屋内骨董イベント
です。あらゆる範

はん

疇
ちゅう

の古美術品・骨董品・アンティーク・コレ
クタブルズ・古玩具・中にはミュージアムピースなど、30万
点を優に超える品ぞろえは、一か所で品物を吟味できる、
骨董マニア垂涎のイベントです。
●招待券有効期間＝11月1日（金）～11月3日（日・祝）の3日間
●会場＝パシフィコ横浜　ホールC（神奈川県横浜市西区
みなとみらい1-1-1）☎03-5983-5101

●開催時間＝10：00～ 17：00
　※初日は12：00～ 17：00（最終入場は16：00まで）
●アクセス＝みなとみらい線「みなとみらい駅」から徒歩
約5分

第36回　横浜骨董ワールド10
組
20
名

入場
招待
券

抽選

螺鈿紫檀五絃琵琶　唐時
代・8世紀　正倉院宝物 
【前期展示10月14日～11
月4日】

ＹＦＣ事務局からのお知らせ

※お送りする招・優待券は、一部、日時の制約や満員の際に利用できない場合があります。

■読売ファミリー・サークル会員向けプレゼント ●締め切り日＝9月17日（火）必着

天皇陛下の御即位を記念し、日本を代
表する文化財である正倉院宝物と、その
双璧をなす法隆寺献納宝物をともに公開
する特別展です。1260年にわたり守り継
がれてきた世界的にも比類のない文化財
である正倉院宝物。その中でも、古代東洋
の工芸史上、最高の傑作と言うべき至宝
「螺鈿紫檀五絃琵琶」など珠玉の宝物が
公開されます。皇室が守り伝えた飛鳥・奈
良時代の日本の美をご覧いただきます。
●招待券有効期間＝10月14日（月・祝）～11月24日（日）
●会場＝東京国立博物館　平成館（東京都台東区上野公
園13－9）　☎ハローダイヤル：03-5777-8600

●開館時間＝ 9：30 ～ 17：00 （入館は閉館の30分前まで）
※会期中の金曜・土曜、11月3日（日・祝）、11月4日（月・振
休）は21：00まで開館

※休館日：月曜日、11月5日（火）（ただし、10月14日（月・祝）
と11月4日（月・振休）は開館）

●アクセス＝JR上野駅公園口、鶯谷駅南口より徒歩10分

　湘南海岸が目の前に広がる
「新江ノ島水族館」は、今年開業
15周年を迎えます。イルカ・アシ
カたちのパフォーマンスが見られる「イルカショースタジア
ム」や、約2万匹の魚が遊泳する「相模湾大水槽」、幻想的な癒
やし空間「クラゲファンタジーホール」など、様々な演出で来
場者を魅了します。イルカと握手やカピバラにごはんなど、
満喫できるプログラムやイベントも充実！“えのすい”と相
模湾から広がる豊かで美しい海を五感で楽しめます。
●招待券有効期限＝12月31日（火）まで
●所在地＝神奈川県藤沢市片瀬海岸2-19-1 ☎0466-29-9960
●開館時間＝3月～ 11月：9：00 ～ 17：00/12月～ 2月：10：00
～ 17：00（最終入館は16：00まで）
※営業時間の変更・臨時休館等はHPでご確認ください。
また、9月下旬～11月中旬は平日午前中（9：00～ 13：00）
の混雑が予想されます。

●アクセス＝小田急江ノ島線「片瀬江ノ島駅」徒歩3分・江
ノ島電鉄「江ノ島駅」徒歩10分・湘南モノレール「湘南江
の島駅」徒歩10分

https://www.enosui.com/

正倉院の世界
－皇室がまもり伝えた美－
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新江ノ島水族館10
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抽選

　“アンジェ” の綴
つづ

りはA・N・
G・E　「Amenity Natural 
Garden of Europe」＝“心地
よい自然にあふれた欧風庭
園”の気持ちを込めて名付けました。また、フランス語では“アン
ジュ ”と発音し、“エンジェル=天使”という意味があります。京王
フローラルガーデン　アンジェ、緑豊かで整備されたくつろぎの
空間をご提供するとともに、植物・ガーデニングなどに関する質
の高い情報を発信し、お客様の豊かな生活に貢献いたします。
●招待券有効期間＝10月1日（火）～12月28日（土）
●所在地＝東京都調布市多摩川4-38 ☎042-480-2833
●営業時間＝10月～ 2月：10：00 ～ 16：30/3月～ 9月：10：00
～ 17：30（入園は閉園時間の30分前まで）
※休園日：毎週水曜日（水曜日が祝日の場合はその翌日
/4月、5月、10月は無休）、年末年始（12月29日～ 1月3日）。

●アクセス＝京王線「京王多摩川駅」下車すぐ

京王フローラルガーデン
～花と緑を愛するすべての人たちへ～

10
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抽選

36回目を数える国内
有数の室内アンティーク
イベントです。日本の骨
董業者が150店舗、西洋
骨董・コレクタブルズなどが約50、総計200社ほどのディー
ラーを一堂に集めた国内最大規模の大屋内骨董イベント
です。あらゆる範

はん

疇
ちゅう

の古美術品・骨董品・アンティーク・コレ
クタブルズ・古玩具・中にはミュージアムピースなど、30万
点を優に超える品ぞろえは、一か所で品物を吟味できる、
骨董マニア垂涎のイベントです。
●招待券有効期間＝11月1日（金）～11月3日（日・祝）の3日間
●会場＝パシフィコ横浜　ホールC（神奈川県横浜市西区
みなとみらい1-1-1）☎03-5983-5101

●開催時間＝10：00～ 17：00
　※初日は12：00～ 17：00（最終入場は16：00まで）
●アクセス＝みなとみらい線「みなとみらい駅」から徒歩
約5分

第36回　横浜骨董ワールド10
組
20
名

入場
招待
券

抽選

螺鈿紫檀五絃琵琶　唐時
代・8世紀　正倉院宝物 
【前期展示10月14日～11
月4日】

終
了
し
ま
し
た
。


