
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63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11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1,430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、
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   2019年  月号  yfc会員向け“最新トクトク情報”満載  ▶次号は12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 那須ハイランドパーク 
11月16日（土）・17日（日）の2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 ～ 14：30
●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

■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1,430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2枚（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＝1,430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

「相田みつを美術館」
入場招待券2枚（4名様分）をプレゼント！

yfc会員11月入会キャンペーン会員募集中！

第74回企画展
「あたらしい門出」
相田みつをは、書と言葉の
両面で、常に独自のスタイ
ルを模索しておりました。
みつをがどんな土台を築
き、またどのように金槌
で壊してきたのか？ 本展
は、その変貌の軌跡を没後
28年、令和元年の視点から
振り返ります。
●休館日＝月曜日 ※但し、2020年1月13日（月・祝）は
休まず開館いたします（月曜開館による振替休日な
し）。12月30日（月）～ 2020年1月1日（水・祝）は休館
いたします。
●招待券有効期限＝2020年2月9日（日）まで
●所在地＝JR有楽町駅・東京国際フォーラム地下1階 
　☎03-6212-3200

キャンペーン期間＝11月11日（月）～29日（金）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

　展示の中心
となるのは、
英国ロイヤ
ル・コレクシ
ョン所蔵の
「台徳院殿霊
廟模型」です。
台徳院殿霊廟
は二代秀忠公
の御霊屋（お
たまや）とし
て、1632年（寛永9年）、三代将軍家光公によって境内南側
に造営された壮大な建築群でした。この模型は、台徳院殿
霊廟の主要部分が、10分の1のスケールで製作されたもの
です。また、台徳院殿霊廟模型は常時展示し、その他、増上
寺所蔵の文化財を順次展示いたします。
●招待券有効期限＝12月23日（月）まで
●所在地＝東京都港区芝公園4-7-35　☎03-3432-1431
●営業時間＝10：00 ～ 16：00（最終入場は15：45）
　※休館日：火曜日
●アクセス＝JR山手線・京浜東北線浜松町駅から徒歩約
10分、都営地下鉄浅草線・大江戸線大門駅から徒歩約5
分、都営地下鉄三田線御成門駅・芝公園駅から徒歩約3分
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増上寺
宝物展示室＆徳川将軍家墓所拝観セット券

　ゲームマーケットは、“電
源を使用しない”アナログ
ゲームの国内最大規模のゲ
ームイベントです。出展者
が製作した、さまざまなジ
ャンルのボードゲームやカ
ードゲーム、テーブルトー
クRPG、シミュレーションゲームなどが販売されており、
また、ゲームに関わる解説書やコマ、サイコロといったグ
ッズも豊富に扱われています。
　体験卓があるブースでは、新作ゲームや創作ゲーム等を
実際に遊ぶことができるほか、中古ゲームの販売が行われ
ていたり、謎解きゲームが遊べたりと、老若男女どなたで
も1日中アナログゲームを楽しんでいただけます。
●招待券有効期間＝11月23日（土・祝）～ 24日（日）
●会場＝東京ビッグサイト（東京国際展示場）
　青海展示棟ホールA・B（東京都江東区青海1-2-33）
●開催時間＝10：00 ～ 17：00（最終入場は16：30）
●アクセス＝りんかい線東京テレポート駅から徒歩約4
分、ゆりかもめお台場海浜公園駅から徒歩約8分
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ゲームマーケット 2019 秋

※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。

　千葉県袖ヶ
浦市の人気テ
ーマパーク東
京ドイツ村。
東京ドーム約
19個分という
広大な敷地内
に、アミュー
ズメント施設
や季節の花ス
ポットが点在します。四季折々の魅力を放つこの東京ドイ
ツ村が、特に美しくきらめくのが、毎年11月から開催され
るイルミネーションです。南房総最大級という壮大なスケ
ールと、色彩豊富な電球300万球の織りなす光の世界は、息
を飲むほどの美しさ。園内は車に乗ったまま入園でき園内
各所に駐車できます。
●招待券有効期限＝12月31日（火）まで
●所在地＝千葉県袖ケ浦市永吉419　☎0438-60-5511
●開園時間＝10月30日まで9：30 ～ 17：00/11月1日から
9：30 ～ 20：00（最終入園は19：30）

　※休園日：無休（悪天候による臨時休園あり）
●アクセス＝JR内房線袖ケ浦駅より路線バス約40分・タク
シー約20分
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東京ドイツ村

　「浮世絵/Ukiyo-e」の歴史の中
でも、キラ星のごとく輝いた人
気絵師である喜多川歌麿、東洲
斎写楽、葛飾北斎、歌川広重、歌
川国芳の5人にフォーカスし、海
外にあるアメリカのメトロポリ
タン美術館、ボストン美術館、シ
カゴ美術館、ミネアポリス美術
館、ヨーロッパの大英博物館、ギ
メ東洋美術館、ベルギー王立美
術歴史博物館をはじめ、国内所
在を含めた傑作、約260点を集
めました。歌麿は美人画、写楽は役者絵、北斎と広重は風景
画と花鳥画、国芳は武者絵と戯画という絵師のエッセンス
を凝縮した内容は、「誰もが知っており、そして誰もが見た
い」ものになっています。
●招待券有効期間＝11月19日（火）～ 2020年1月19日（日）
●会場＝東京都江戸東京博物館 1階 特別展示室
　（東京都墨田区横網1-4-1）　☎03-3626-9974
●開館時間＝9：30 ～ 17：30（土曜は19：30まで/入館は閉
館の30分前）
　※休館日：毎週月曜日（但し、2020年1月13日は開館）、
12月28日（土）～ 2020年1月1日（水・祝）
●アクセス＝JR総武線 両国駅西口より徒歩約3分、都営地
下鉄大江戸線 両国（江戸東京博物館前）駅A4出口より
徒歩約1分
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大浮世絵展
―歌麿、写楽、北斎、広重、国芳 夢の競演―

■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＝11月18日（月）必着
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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/

こちらの２次元コードを読み込み、YFCのホームページ・各SNSをご覧いただけます。
YFCホームページ Facebook Instagram

招  

待
yfcフェスティバル in  東京サマーランド 
11月23日（土・祝）・24日（日）・25日（月）の3日間
yfc受付にて会員証の提示でご家族５名様まで入場無料

●受付時間＝10：00 ～ 15：00
●抽選会＝11：00 ～ 15：00（11月23日（土・祝）・24日（日）のみ）
　※入場時ゲートにて抽選券配布（各日先着1,000名様）
●抽選会場＝アドベンチャードーム内3階　ファンタジーホール
●会員特典＝フリーパス特別割引
　大人3,100円→1,800円　小学生2,000円→1,300円　幼児･シニア1,500円→1,300円
●所在地＝東京都あきる野市上代継600　☎042-558-6511


