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yfc会員向け“最新トクトク情報”満載

▶次号は2022年8月初旬折込み予定

yfc7月入会キャンペーン 会員募集中！

■ 下記の方法でYFC事務局へ直接
「振り込み」
のyfc会員ご入

期間中のyfc会員新規ご入会者様にもれなく

■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

「新江ノ島水族館」
入場招待券2名様分をプレゼント！

目の前に広がる相模湾、右手には
富士山、左手には景勝地・江の島が控
える絶好のロケーションを誇る水族
館。相模湾を再現した、8,000匹のマ
イワシの大群が銀色に輝きながらう
ねり泳ぐ迫力の大水槽や、人気動物
の
「コツメカワウソ」や「カビバラ」た
ちを間近で観察できます。
●キャンペーン期間＝7月25日（月）〜 29日（金）お振り込み分まで
●招待券有効期限＝～ 9月30日（金）まで
●所在地=〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸2-19-1

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）

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。

1972年の
『魔法の黄色い靴』
での鮮
烈なデビューから半世紀。
フォークや
歌謡曲が主流だった音楽シーンにポ
ップス
（＆ロック）
という新風を吹き
込み、不動の地位を確立し一時代を
築いた。当時は“日本のビートルズ”と
まで言われ、
イギリス風の音楽センス
と日本的情緒を融合させた新しい音
楽に心奪われた若者は数知れなかっ
た。
そのデビュー 50周年の今年、
デビ
ューアルバム
『魔法の黄色い靴』
のス
ーパーデラックスをリリース。1972
年、
福岡から上京後初めてのライブ音
源や幻のシングル
「私の小さな人生」
、
デビューシングル
「魔法の黄色い靴」
、
当時の写真集も入った豪華版です。

●発売日＝2022年6月1日㈬ ●定価＝18,000円+税
●問い合わせ＝ユニバーサル ミュージック カスタマー・サーピスセンター
☎0570-044-088 10：00 〜 18：00（土日・祝祭日を除く）

特典❶
特典❷
特典❸

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）
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

※読売旅行の割引特典は2022年3月末で終了となりました。

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。

「yfc読売ゴルフ教室」

無料体験レッスン 随時受付中！（ボール代別）
⃝東京、
埼玉、
千葉に全15教室

※
「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2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

⃝1時間レッスン、
定員6名までの少人数制
⃝3か月（1クール）、練習場レッスン9回＋コース実習会レッスン
代1日分（コース使用料別途）＋振替レッスン日1回

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。④読売旅
行の割引特典は2022年3月末で終了となりました。
【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。

■読売ファミリー・サークル会員向けプレゼント

「チューリップ
特別
企画
デビュー 50周年
記念アルバム」
リリース記念 アーティストフォトカード10名様 抽選

<yfc会員年会費> 新規・継続とも1,430円（税込み）

●登録代=5,500円
●レッスン代=平日昼間クラス 29,700円
平日夜間・土日クラス 36,300円
※各料金とも税込み。
●申し込み・お問い合わせ
yfc読売ゴルフ教室
☎03-6403-5048 http://take72.co.jp/
※yfc会員の方には、1,100円キャッシュバック
（ゴルフ教室新規入会に限る）
。

●締め切り日＝8月1日
（月）
必着

大昆虫展inスカイツリータウン® ユネッサン（水着エリア）映画この夏は箱根小涌園ユネッサンが
「ゴーストブック おばけずかん」
10組20名様 入場招待 抽選

10組20名様 入場招待 抽選

知ってビックリ！ 昆虫のすごい世界
今年の夏、
「大昆虫展」
が３年ぶりに帰ってきま
す。
ミツバチが一生で集める蜜の量は？海を渡る
ほど長距離を移動するチョウがいる！？など、
「知
ってビックリ！」
するような昆虫の世界を生体や
標本、
パネル、
映像で分かりやすく展示します。
ふ
れあいの森、未来食
（昆虫食）
の紹介や親子で参
加できる昆虫教室など自由研究にも役立つコン
テンツが盛りだくさんです！子供にも大人にも
楽しいだけでなく、
学びたい！知りたい！という
気持ちになる展示会となっています。
●招待券有効期間＝7月23日
（土）
～ 9月4日
（日）
●所在地＝東京都墨田区押上1-1-2東京スカイツリー
タウン スペース634（東京ソラマチ5階）
●営業時間＝①10：00～11：50 ②12：00～13：50
③14：00～15：50 ④16：00～17：50
⑤18：00～19：50
※完全入れ替え制
（展示エリアのみ）
●アクセス＝東京スカイツリーライン
「とうきょ
うスカイツリー駅」/半蔵門線・浅
草線
「押上駅」

とコラボレーション！映画の世界観
をユネッサン初のスマートフォンを
使った本格
「謎解き回遊イベント」
や
コラボ風呂で再現。その他にも館内
装飾やフォトスポットなど親子で夏
の楽しい思い出を写真に納めていた
だけます。
この夏は、
ユネッサンの新
たな楽しみ方をご体験ください。
●招待券有効期限＝～ 12月31日
（土）
まで
●所在地＝神奈川県足柄下郡箱根町
二ノ平1297
●お問い合わせ＝☎0460-82-4126
（10：00 〜 19：00）
●アクセス＝JR・小田急「小田原駅」から箱
根登山バスまたは伊豆箱根バ
スで「小涌園」下車（約40分）

マザー牧場

10組20名様 入場招待 抽選
７月上旬から9月下旬にかけて、
マザー牧場を鮮や
かなピンク色に染める
「桃色吐息」
。ペチュニアを品
種改良した
「桃色吐息」
は濃いピンク色が特徴です。
夏のさわやかな青空と鮮やかなピンク色のコラボレ
ーションは息を飲む美しさ。
花畑と山々の景色を眺め
ながら、
別格の時間をお過ごしください。
●招待券有効期限＝～ 9月30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7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） https：//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

