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<yfc会員年会費> 新規・継続とも1,430円（税込み）
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yfc会員向け“最新トクトク情報”満載

特典❶
特典❷
特典❸
特典❹

▶次号は2021年２月中旬折込み予定

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

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

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

「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。

人気レジャー施設を家族で楽しもう!

員
yfc会 ー yfc会員証の提示でご家族５名様まで招待！
招待デ

yfcフェスティバル
yfc

※開催日時等は、都合により変更・中止になる場合が
中止になる場合があります。

招 待

よみうりランド

特別ご招待企画

yfc1月入会キャンペーン 会員募集中！
期間中のyfc会員新規ご入会者様にもれなく

マザー牧場

開催施設：京急油壺マリンパーク
開催期間：1月18日（月）〜 24日（日）

入場招待券4名様分をプレゼント！

開園時間：平日：9：30 〜 16：30

2021年は“うし年”!! マザー牧場では、2021年の干支にちなみ、牛たちが
大活躍するイベントが盛りだくさん！ 毎年恒例！ 広大な牧草地に約200
頭の羊たちが大きな文字を描く
「ひつじの大行進〜うし年編〜」はもちろ
ん、“七福神”ならぬ“七福牛”?! 7種類の牛たちに出会えるツアー「七福牛め
ぐり」や、牛たちと一緒に記念撮影が楽しめる
「ぎゅうぎゅう記念撮影」な
ど縁起の良いイベントがお楽しみいただけます！ 1月17日までの土・日・祝
はイルミネーションも☆
●キャンペーン期間＝1月3日
（日）〜 31日
（日）
お振り込み分まで
●招待券有効期限＝〜 3月31日
（水）
まで
●所在地＝千葉県富津市田倉940-3 ☎0439-37-3211

土・日：9：00 〜 17：00
※最終入園は閉園の30分前まで
対

1月30日（土）
・31日（日）
・2月6日（土）
・7日（日）

象：yfc会員
（1会員2名様まで入園ご招待）

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＝開園〜15：00
※抽選会は実施いたしません。
※開園時間はよみうりランド公式ホームページでご確認ください。
●会員特典＝ワンデーパス特別割引：大人5,500円 → 3,500円
中学生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

招 待

yfc会員限定

成田ゆめ牧場

2月13日
（土）
〜 26日（金）

yfc受付にて会員証の提示でご家族５名様まで入園無料

●営業時間＝平日 10：00 〜16：00
土・日・祝 9：30 〜 16：30
●抽選会・入会受付＝2月13日（土）
・14日（日）のみ実施
抽選会 10：00 〜 15：00 入会受付 9：30 〜 15：00
●所在地＝千葉県成田市名木730-3

※3名様以降は、会員割引で入園券をご購入いただけます。1月
23日（土）
・24日（日）は正面入り口左脇、特設ブースで入会キャ
ンペーンも同時開催

yfc会員
限定

9：00 〜 15：00

■ 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）

那須ガーデンアウトレット
特別ご優待企画

優待内容：施設内インフォメーションにてYFC会員証提示でお得
な「リゾレットクーポン」と「オリジナルグッズ」進呈
優待期間：〜 1月31日まで
営業時間：10：00 〜 19：00
※三が日は朝9時から営業
所在地：栃木県那須塩原市塩野崎184-7
（車）東京都心から約2時間半。東北道黒磯板室ICより2分
アクセス：
（電車）東京駅より東北新幹線で約1時間10分。那須塩原
駅より無料シャトルバス有

■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・口座番号は下記の通りです。
※
「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。
■お振り込み先（「払込取扱票」に記入）
【キャンペーン対象外】①継続ご入
加入者名＝読売ファミリーサークル入会係
会者、読売新聞販売店
（YC）からの
口座番号＝00120-7-581179
入会者。②インターネットバンキン
振り込み金額＝1,430円（税込み）
グ、口座振替等でのお手続きはお客
通信欄＝ご入会者のお名前、〒住所、電話番号
様のご住所等の確認ができないた
※お名前・住所にはフリガナのご記入をお忘れなく。
め、
ご遠慮ください。

バーゲン情報
1月1日
（金・祝）
〜1月17日
（日）
新春バーゲン開催
詳細はHPにてご確認ください。
URL：https：//www.nasu-gardenoutlet.com/

■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＝１月８日
（金）
必着

高崎・京ヶ島天然温泉 湯都里

いこいの村 美の山

マザー牧場

横浜港シーバス

10組20名 入館招待券 抽選

10組20名 入館招待券 抽選

10組20名 入場招待券 抽選

10組20名 乗船招待券 抽選

朝５時オープンの日
帰り天然温泉。広々と開
放的な露天風呂は加水・
加温なしの源泉をぜい
たくに掛け流し。サウナ
（３種）、ご家族連れに人
気の貸切風呂
（ 全９ 室、
予約可）。岩盤浴、カット
サロン、レストラン、アカスリ、女性に人気のタイ古式セラピ
ー、タイ古式オイルトリートメント等のボディケアもあり心
身共にリフレッシュ！
●招待券有効期限＝〜 2022年11月30日（火）まで
●所在地＝群馬県高崎市島野町890-3
● ＝027-350-8811
●アクセス＝高崎ICより１分

秩 父 連 山 を 始 め、遠 く 上
越・日光の山々まで一望、夜
は満天の星空の大展望風呂。
心身ともにリラックスでき
ます。 熊谷市のときの湯の
天然温泉水を使用した温泉
です。 温かめの塩化物泉の
ため、比較的長湯ができ、塩
分による保湿効果もあり、ぽかぽか感が長く持続します。入
浴後は展望コーナーで景色を楽しみながらお寛ぎください。
●招待券有効期限＝〜 2月28日
（日）
まで
●所在地＝埼玉県秩父郡皆野町皆野3415
●アクセス＝秩父鉄道皆野駅よりタクシーで約10分、
西武秩
父駅よりタクシーで約30分
●営業時間＝11：00 〜 21：00（最終受付20：00）

2021年は“うし年”!! マザ
ー 牧 場 で は、2021年 の 干
支にちなみ、牛たちが大活
躍するイベントが盛りだ
くさん！ 毎年恒例！ 広大
な牧草地に約200頭の羊た
ちが大きな文字を描く
「ひ
つじの大行進〜うし年編
〜」はもちろん、“七福神”ならぬ“七福牛”?! 7種類の牛たちに
出会えるツアー「七福牛めぐり」
や、
牛たちと一緒に記念撮影
が楽しめる
「ぎゅうぎゅう記念撮影」など縁起の良いイベン
トがお楽しみいただけます！ 1月17日までの土・日・祝はイ
ルミネーションも☆
●招待券有効期限＝〜 3月31日
（水）
まで
●所在地＝千葉県富津市田倉940-3 ☎0439-37-3211

シーバスとは横浜駅東
口から山下公園へとベイ
エリアの名所を海から眺
めながら横浜の主要観光
地を移動できる港町ヨコ
ハマならではの海上バス
です。ちなみに海上のバ
スを表す
「SEA BUS」ではなく、横浜駅東口
（帷子川）河口の
淡水と海水域を行き来していることから、魚のスズキの意味
である
「SEA BASS」
と表記しています。
●招待券内容＝みなとみらい21⇔横浜駅東口／みなとみら
い21⇔山下公園どちらか1つの片道乗船券
●招待券有効期限＝〜 3月31日
（水）
まで
●乗船場所＝各シーバス乗船所
●営業時間＝公式ホームページでご確認ください。

■■■■■■

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

応募資格：yfc会員

■■■■■■

※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。
ハガキでご応募ください。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。
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。
【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1月号
「○○○○○」
係 ※
「○○○○○」には応募プレゼント名をご記入ください。

※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6F ☎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

