
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5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、

どなた
でも、お

気軽に
。 ニュース

   2020年 月号  yfc会員向け“最新トクトク情報”満載  　▶次号は6月中旬折込み予定

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名様まで招待！

※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
那須ハイランドパーク 
5月30日（土）・31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 ～ 15：00
●抽選会＝30日（土）・31日（日）9：30 ～ 13：00（1家族1回）
●会員特典＝お買い物割引　お買い物全額より10％割引 
　　　　　　店舗：ウーピーズキングダム「キングスコート」
　　　　　　時間：パーク営業時間内
●所在地＝栃木県那須郡那須町高久乙3375　☎0287-78-1150

招  

待
よみうりランド
6月6日（土）・7日（日）・13日（土）・14日（日）の4日間
yfc受付にて会員証の提示でこ家族5名様まで入園無料

●受付時間＝9：00 ～ 15：00（6月6日・13日は10：00 ～）
●抽選会＝13：00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5,500円→3,500円

中高生4,400円→3,100円
小学生・シニア3,900円→2,800円
未就学児3,400円→2,500円

●所在地＝東京都稲城市矢野口4015-1　☎044-966-1111 ■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「入場招待券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＝1,430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

「成田ゆめ牧場」
入場招待券4名様分をプレゼント！

yfc会員5月入会キャンペーン会員募集中！

　成田ゆめ牧
場は約９万坪
（東京ドームの
約7倍）の広さ
を持つ観光牧
場。季節の花を
楽しんだり、触
れ合える動物
広場「ふれんZOO広場」で、ヤギやヒツジにエサを
あげたり、アヒルのレースで盛り上がったりと、
一日中楽しめる場所です。
●招待券有効期限＝2021年3月31日（水）まで
●所在地＝千葉県成田市名木730-3  ☎0476-96-1001

キャンペーン期間＝5月7日（木）～5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会員ご入会者様が対象
プレゼント品が変更になる場合があります

※お送りする招・優待券は、一部開催中止または、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

■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＝５月14日（木）必着

　東京シティビ
ューは、東京の
中心に位置し、
海抜250メ ー ト
ルの屋内展望台
と、海抜270 メー
トルの屋外展望
台スカイデッキ
を有する展望施設です。 東京タワー、東京スカイツ
リーなど、ランドマークはもちろん、天気が良いとき
は富士山が一望できます。また、スカイデッキは、大空
と風を体感でき、都心にいながら星空観望までも楽し
める特別な空間です。森美術館では4月23日（木）から
「STARS展」を開催。草間禰生、李馬換、宮島達男、村上
隆、奈良美智、杉本博司― 6人のスターの軌跡を紹
介します。
※スカイデッキは別途入場料金が必要です。
●招待券有効期限＝8月31日（月）まで
●場所＝六本木ヒルズ森タワー /東京シティビュー

52階・屋上スカイデッキ・森美術館53階（東京
都港区六本木6-10-1）

●開催時間＝平日および休日 10：00 ～ 23：00（最終入
館 22：30）/金・土・休前日 10：00 ～ 25：00
（最終入館 24：00） ※スカイデッキ、森美
術館等、営業時間が異なりますので、 詳
しくはHPでご確認ください。

●アクセス＝東京メトロ日比谷線 六本木駅1C出口徒
歩約3分（コンコースにて直結）、都営地
下鉄大江戸線 六本木駅3出口徒歩約6分 

●URL＝https：//tcv.roppongihills.com/jp/

10
組
20
名

入場
招待
券

抽選
六本木ヒルズ展望台
東京シティビュー

　海の生き物たちとふれ
あい、たのしく学べる水族
館。園内ではエリアごとに
いろんな生き物や珍しい
展示をみることができま
す。 体長３ｍのサメを常
設する「魚の国」、全天候対
応型 屋内大海洋劇場ファンタジアム 、三浦半島の自
然がつまった「みうら自然館」、話題の三崎マグロを味
わえる「三崎マグロのレストラン Log Terrace」など
など、楽しさいっぱい！その他にもいるか・あしかシ
ョー、かわいいペンギンたちが暮らすペンギン島など
見所満載！
●招待券有効期限＝2021年3月31日（水）まで
●住所＝神奈川県三浦市三崎町小網代1082
●アクセス＝三崎口駅より京急油壺マリンパーク行き

バスで約15分
●営業時間＝日程により営業時間が異なりますので、 

詳しくはHPでご確認ください。
●URL＝http：//www.aburatsubo.co.jp/index.php
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京急油壷マリンパーク
楽しさがギュッと詰まった
海のレジャーランド・水族館

　本展では、 好評だった 
「みつをの文

も

字
じ

力
ぢから

」 （第73回
企画展 2019.1.29 ～ 5.26） に
続き、みつをの言

こと

葉
ば

力
ぢから

のひ・
み・つに迫ります。
●招待券有効期限
　＝～ 6月21日（日）まで
●所在地＝東京都千代田区丸の内3-5-1
　　　　　東京国際フォーラム地下1階
　　　　　☎03-6212-3200（代表）
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第75回企画展
「みつをの言

こと

葉
ば

力
ぢから

」
　東京・新宿の「東郷青児記念
損保ジャパン日本興亜美術
館」は、同敷地内の新たな美術
館棟へ移転し、2020年5月28
日にSOMPO美術館として開
館します。本展は、そのオープ
ン記念展です。記念展Ⅰ（5月
28日～ 7月5日）は「珠玉のコ
レクション」と題し、フランス
近代絵画や、10年ぶりのお披
露目となる山口華楊「葉桜」な
ど約70点を展示。記念展Ⅱ（7月18日～ 9月4日）は「秘蔵
の東郷青児」と題し、洋画家・東郷青児の名作や資料類
など、約200点を一挙展示します。
●招待券有効期間＝5月28日（木）～ 9月4日（金）まで
●所在地＝東京都新宿区西新宿1-26-1
●開館時間＝10：00 ～ 18：00
●休館日＝月曜日（8月10日は開館）、7月6日～ 17日
●アクセス＝新宿駅西口から徒歩約5分
●URL＝https：//www.sjnk-museum.org/
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SOMPO美術館
ゴッホ「ひまわり」ほか、
コレクションの名作が一堂に！

フィンセント・ファン・ゴッホ
《ひまわり》1888年



開催中止�


