
■未就学児の同伴はお断りいたします。■キャストは変更になる場合がございます。最終的な出演者は
当日発表となります。※お申込みの際「TFC会員」である旨、オペレーターにお申出ください。
※チケット代金のお支払い（お受取り）は、クレジットカード決済（チケットはご配送）または、チケット
ぴあ、コンビニエンスストアでのご購入からお選びいただけます。詳しくはオペレーターにご確認く
ださい。※クレジット決済の場合、　　　　　　       ホワイトカード（VISAまたはDCマスターカードのマー
クが付いていないカード）はご利用いただけません。　※予定枚数終了の場合はご容赦ください。 
※「TFCお買物カード」はご利用いただけません。

東急百貨店各店　カスタマーセンター内
東急ファミリークラブ（TFC）カウンター

本店カウンター（渋谷・本店 6 階） TEL.03-3477-3240 〈直通〉
東横店カウンター（渋谷駅・東横店 西館 8 階） TEL.03-3477-4718 〈直通〉
吉祥寺店カウンター（吉祥寺店 8 階） TEL.0422-21-5448 〈直通〉
たまプラーザ店カウンター（たまプラーザ店 4 階） TEL.045-903-2241 〈直通〉
さっぽろ店カウンター（さっぽろ東急百貨店 9 階） TEL.011-212-2353 〈直通〉

※表示価格は消費税を含んだ税込価格です。

※お積立ての最終期日までにお積立金を完納いただきませんと、ボーナスをお付けできな
い場合がございます。※毎月のお積立ては、当月末日までにご入金願います。
※お積立ての状況は、店頭入金の会員さまは東急ファミリークラブカウンターにてお渡しする
領収書で、預金口座振替［振替日：毎月10日（銀行休業日の場合は翌営業日）］の会員さまは
通帳記帳にてご確認ください。

●満期お引換えの際は当日、以下の3点をご用意ください。
① 「お積立て満期お引換えご通知書」（別送のはがきにてご案内しております。）
② 会員証 　③ 印鑑（認印）
●継続してお積立（ご入金）の場合は、初回分のお積立金（現金）をご用意ください。
●初日は混雑が予想されますのでお待ちいただく場合がございます。
予めご了承ください。
●ご継続・新規ご入会の会員様
● 毎回「東急ファミリークラブ入会申込書」をご提出いただきます。
● ご継続などでのコース追加、新規ご入会に際して、「ご本人確認が未済」の場合は
 ご本人確認書類をご提示いただきます。

（注）運転免許証、健康保険証、パスポートなどの公的証明書のいずれか1つをご持参ください。

 積立満期 お引換えのご案内
 1年積立コース 9月お引換えの会員さま 10月お引換えの会員さま

	 ご入会月 2015年9月 2015年10月
	 お積立最終期日 2016年8月31日（水） 2016年9月30日（金）

 半年積立コース 9月お引換えの会員さま 10月お引換えの会員さま

	 ご入会月 2016年3月 2016年4月
	 お積立最終期日 2016年8月31日（水） 2016年9月30日（金）

▶ご利用に際して ▶ご解約に際して
「お買物カード」をご利用いただける東急百貨店の店舗・施設は、
満期お引換えの際、東急ファミリークラブカウンターでお渡しする

「お買物カードのご案内」にてご案内しております。

東急ファミリークラブカウンターおよび割引優待施
設ご利用の際は、必ず「お買物カード（会員証）」を
ご提示ください。

ご解約される場合は、会員証、印鑑（認印）に加え、ご本人確認
ができる写真付きの公的証明書（運転免許証・パスポートな
ど）をご用意ください。
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TFC会員さま限定
これがラストチャンス！
特別鑑賞券のご案内

03-5774-3050
（連日10時～18時）

チケットご購入はお電話で
 ジャパン・アーツ
特電ダイヤル

お申込み受付期間：各公演日の2週間前まで

ワレリー・ゲルギエフ（芸術総監督・指揮）

マリインスキー・オペラ
マリインスキー歌劇場管弦楽団・合唱団 

会員さま特典
①	S席をご優待価格で

©N.Raina「ドン・カルロ」より

©N.Raina「ドン・カルロ」より

©N.Raina「エフゲニー・オネーギン」より

チャイコフスキー：

エフゲニー・オネーギン ［東京文化会館（上野駅）］
10月15日（土） 12時開演 S席38,200円（一般販売価格43,200円）

10月16日（日） 14時開演 S席42,200円（一般販売価格43,200円）

 ロシア語上演／日本語字幕付 【3時間40分（予定）休憩含む】

ヴェルディ：ドン・カルロ ［東京文化会館（上野駅）］
10月10日（月・祝）	14時開演 S席40,300円（一般販売価格45,300円）

10月12日（水）	 18時開演 S席38,200円（一般販売価格43,200円）

	イタリア語上演／日本語字幕付 【4時間20分（予定）休憩含む】

②	チケット送料無料（通常617円）
※クレジットカードにてご購入の場合に限ります。

「エフゲニー・オネーギン」には、若手スターが多数登場します。
「本当の若さこそ、オネーギンの上演にもっとも必要なこと」と、
多数のスター歌手を育て上げたゲルギエフは語っています。また、
「ドン・カルロ」では、ゲルギエフの盟友、現代最高のフィリッポ役
と評されるフェルッチョ・フルラネットや、エボリ公女役の新星
ユリア・マトーチュキナにも注目が集まります。



TFC会員さまだけのご優待インフォメーション

健康診断検査項目
 1. 身体計測 身長、体重、腹囲、BMI、体脂肪率
 2. 内科診察 問診（既往歴・自覚症状）、聴打診

 3. 眼科検査 視力測定、眼底カメラ撮影

 4. 尿検査 蛋白、潜血、ウロビリノーゲン、糖
 5. 肝機能検査 GOT、GPT、ALP、γ-GTP、ZTT

 6. 脂質代謝検査 総コレステロール、中性脂肪、HDL-cho、LDL-cho
 7. 尿酸代謝検査 血清尿酸
 8. 腎機能検査 クレアチニン、尿素窒素、eGFR（糸球体濾過量）

 9. 一般血液検査 赤血球数、白血球数、血色素量、ヘマトクリット
 10. 糖代謝検査 空腹時血糖

 11. 循環器検査 血圧測定、安静時心電図

 12. 呼吸器検査 胸部X線

 13. 消化器検査 便潜血反応ヘモグロビン2回法

 14. 超音波検査 上腹部（肝臓・胆嚢・腎臓・脾臓・膵臓）

 15. 婦人科検査 乳房X線または乳房超音波

野村病院予防医学センター
TFC女性会員向けレディス健診

まさ員会、にめたの々方なんそ」いないてけ受を断診康健くらばし「」いなて持が信自に康健「
だけの特別料金でご用意しています。
健診日：2016年9月17日（土）～ ］く除を日祝・曜日［）金（日03
健診実施場所：野村病院予防医学センター（JR・京王井の頭線吉祥寺駅からバスで約15分）
健診料：21,060円 
※「TFCお買物カード」はご利用いただけません。
希望者には胃部X線10,800円、乳房視触診1,620円、子宮頸部細胞診3,780円、経膣超音波5,400円、
骨密度2,160円もご用意しています。
健診料は野村病院予防医学センター窓口にてお支払いください。
定員：1日2名（各日先着順予約受付）　
電話で直接野村病院予防医学センター
まで。お申込みの際にはTFC会員であり、
レディス健診ご希望の旨をお伝えくださ
い。受診当日は受付にてTFC会員証をご
提示ください。
お申込み受付時間：
8時～16時45分［月～土曜日］
お申込み締切日：2016年9月3日（土）
お申込み・お問合せ：
TEL.0422-47-8811〈直通〉

ご優待期間：9月4日（日）～12月31日（土）除外日：10月8日（土）・9日（日）・22日（土）・29日（土）
ご優待料金：お一人様1泊朝食付（税・サ込）
 期間  1名様1室 2名様1室 3名様1室
 11月20日（日）～12月22日（木）   平休日 9,500円 8,500円 7,500円
 12月24日（土）～31日（土） 休前日 10,500円 9,500円 8,500円
 12月23日（金・祝） 全日 10,500円 9,500円 8,500円
 9月4日（日）～16日（金）　 平休日 10,500円 9,500円 8,000円
 9月19日（月・祝）～30日（金） 休前日 11,500円 10,500円 9,000円
 9月17日（土）・18日（日）     
 10月1日（土）～7日（金）　　 平休日 11,000円 10,000円 8,500円

 10月10日（月・祝）～21日（金）
 10月23日（日）～28日（金） 休前日 12,500円 11,500円 9,500円
 10月30日（日）～11月19日（土）   
※お部屋のタイプは、1名様の場合エクセルシングル（18.4㎡）、2名様の場合エクセルツイン（24.1㎡）、3名
様1室ご利用の場合は、エクセルツインで一部エキストラベッドのご利用となります。

食事：ご朝食 和洋ブッフェまたは和定食
会員特典：①さくらあめプレゼント（老舗島川あめ店の砂糖を使わず澱粉と麦芽で炊き上げたあめです） 
　　　　 ②レイトチェックアウト12時まで無料延長（通常11時）

ご優待期間：9月19日（月・祝）～12月28日（水）
ご優待料金：お一人様 1泊夕朝食付（サービス料、消費税込・入湯税別）
 期間  2名様1室  
 9月19日（月・祝）・20日（火）　

 平休日 22,000円  9月22日（木・祝）～11月1日（火）　 
 11月3日（木・祝）～21日（月）　   
 11月23日（水・祝）～12月21日（水） 休前日 24,400円 
 12月24日（土）～28日（水）   
 9月21日（水）、11月2日（水）・22日（月）、12月22日（木）　 全日 22,000円 
 12月23日（金・祝） 全日 24,400円 
※お部屋のタイプは、スタンダードツイン（32㎡）となります。
※部屋タイプや3名様以上でのご利用時の料金はお問合せください。

食事：ご夕食 伊勢海老付きのプラン専用メニュー（和食・洋食からお選びいただけます）
　　  ご朝食 和洋ブッフェ（お日にちにより洋食セットメニューまたは和定食となる場合がございます）
会員特典：レイトチェックアウト12時まで無料延長（通常11時）

富山 エクセルホテル東急
『リニューアル記念スペシャルプラン』
富山 エクセルホテル東急は、今年7月末にリニューアルオープ
ンしました。富山のエッセンスを随所に取り入れた高級感あ
ふれるモダンテイスト。富山は立山をはじめ、大自然を満喫
できるスポットの宝庫です。ダイナミックで美しい富山を表
現した新しい装いとホスピタリティでおもてなしいたします。
ご予約・お問合せ：TEL.076-441-0109
※ご予約の際は「TFC会員」である旨をお申し出のうえ、
『リニューアル記念スペシャルプラン』とお伝えください。

富山 エクセルホテル東急　富山県富山市新富町1-2-3

二子玉川 エクセルホテル東急
「The 30th Restaurant」プリフィックスディナー
「The 30th Dining Bar」ダイニングバーディナー
二子玉川 エクセルホテル東急30階の「The 30th Restaurant」では、洗練された

 ht03 ehT「。いさだくみし楽おひぜを理料スーコのチンレフ覚感新、中の気囲雰
Dining Bar」では、選りすぐりの食材を用いた料理をすばらしい夜景とともに。
毎週水曜日はライブ演奏も開催。TFC会員さまへ贈る至福のひとときです。
ご予約・お問合せ：TEL.03-3707-7200
※ご予約の際は「TFC会員」である旨をお申し出の

のスーコはーナィデスクッィフリプ（名ーナィデ『、えう
内容も）』を忘れずにお伝えください。

東京都世田谷区玉川1-14-1 
二子玉川 エクセルホテル東急30階
「The 30th Restaurant」
「The 30th Dining Bar」
ご優待期間：9月1日（木）～10月31日（月）［要予約］
ご優待料金：［The 30th Restaurant プリフィックスディナー］
①全5品コース お一人様8,300円（税・サ込）
冷前菜／温野菜／スープ／魚料理または肉料理／デザート／コーヒーまたは紅茶
②全6品コース（魚料理と肉料理） お一人様9,800円（税・サ込）もご用意しています。
18時～21時30分（ラストオーダー20時）
会員特典：グラススパークリングワインまたはソフトドリンク

ご優待料金：［The 30th Dining Bar ］ 
③ダイニングバーディナー お一人様4,000円（税・サ込）
各種オードブル／サラダ／お肉料理／パスタ／デザート
平日・休前日 17時～22時30分（ラストオーダー21時30分）
日曜・祝日 17時～22時（ラストオーダー21時）
会員特典：グラスワインまたはソフトドリンク

赤坂 エクセルホテル東急
「赤坂スクエアダイニング・ブッフェコーナー」
リニューアル記念特別ご優待
赤坂 エクセルホテル東急3階のレストラン
「赤坂スクエアダイニング・ブッフェコーナー」
は、夏に改装が終了し9月6日（火）にリニュー
アルオープンします。今回リニューアル記念と
して、TFC会員さまへ人気のブッフェ料理をご
優待料金でお届けします。カジュアルな雰囲
気の中、ご家族、ご友人とお楽しみください。
ご予約・お問合せ：TEL.03-3580-2331
※ご予約の際は「TFC会員」である旨をお申し出のうえ、
『ランチブッフェ』か『ディナーブッフェ』のいずれかのコース
をお伝えください。

東京都千代田区永田町2-14-3 
赤坂 エクセルホテル東急3階
赤坂スクエアダイニング ブッフェコーナー
ご優待期間：9月6日（火）～10月31日（月）［要予約］
ご優待料金：お一人様あたり（税・サ込み）

 コース   優待料金 通常料金

  平日 大人 2,300円 2,800円
 ランチブッフェ 土日曜・祝日 大人 3,000円 3,800円
   グランエイジ 3,000円 3,200円

 ディナーブッフェ 全日 大人 4,500円 5,300円
   グランエイジ 4,500円 4,800円

ランチブッフェ（90分二部制） ①11時30分～13時　②13時30分～15時
ディナーブッフェ（120分制） 17時～22時　
※「グランエイジ」とは60歳以上のお客様です。

伊豆今井浜 東急ホテル
『旬の味覚を愉しむ
伊豆旅・特別宿泊ご優待』
伊豆屈指のロケーションを誇る、今井浜海岸と
庭続きのシーサイドホテル。客室は全室オーシャ
ンビューでバルコニー付き。目の前に広がる大
海原と、潮騒、満天の星空に癒されます。これ
からが旬の伊勢海老付きのご優待プランを
ご用意しました。ぜひこの機会に伊豆今井浜 
東急ホテルへお越しください。
ご予約・お問合せ： TEL.0558-32-0109

。いさだくえ伝おと』待優ご泊宿別特・旅豆伊『、えうの出し申おを旨るあで」員会CFT「は際の約予ご※

伊豆今井浜 東急ホテル　静岡県賀茂郡河津町見高今井35-1

ホットヨガ·コラーゲンスタジオbefre
女性だけのリラックス空間で 
ホットヨガを体験してみませんか。
肌の代謝を助け、肌のハリ・ツヤを整える効果が期待される光トリート
メントランプ（コラーゲンランプ）を使用し、優しい光を全身に浴びながら、
暖かいスタジオでレッスンを行います。運動が苦手・冷え性・むくみ・お肌
トラブル・姿勢が悪い…このような悩みをお持ちの方にオススメ！初めて
の方でも安心してご参加いただけるレッスンです。がんばった自分への
ご褒美に、一日の疲れを癒しにいらしてください。

スタジオの天井に取りつけたコラーゲンランプ。
633mmの赤色光が肌に働きかけます。

コラーゲンランプを浴びながらホットヨガ。骨盤美齢のレッスン風景。

美彩心のレッスン風景。

イテスルベラト 

ダイニング ヘルスケア ずっと美しく、元気なわたしでいたいから。

北陸へ伊豆へ、秋から冬の旅が待っています。

シティ感覚あふれる、個性ゆたかな食空間へ。

1 3

2 4

体験レッスンのご案内

さらに！

体験日当日のご入会で
お得な特典をご用意し
ております。

※ご入会いただきますと、①美ボディヨガ ②リラックスヨガ ③美彩心 ④骨盤美齢の4つのレッスンプログラム
をご利用いただけます。プログラムを1つだけに指定するコースと、ご都合に合わせて好きなプログラムを
選べるコースの2つがあります。両コースともに月会費制［月4回・9,000円（税別）］となります。

まずは体験して
 みてください！

１回1,080円（税込）
［通常2,160円］

筋肉を刺激する
ポーズで美しい姿
勢、疲れにくいカ
ラダを作ります。

コラーゲンオイルを
使って全身をマッ
サージ。リンパの流
れを改善します。

美ボディ
ヨガ 

美彩心 

1日体験では、下記４つのプログラムの
中からご希望のプログラムにご参加い
ただけます［45分間］。 

リラックス
ヨガ

骨盤美齢

座位·仰向けで行う
ポーズを中心に、
柔軟性や安らぎを
実感します。

骨盤周りの筋マッ
サージ、体幹エクササ
イズを行い、基礎代
謝をアップします。

体験のご予約・お問合せは、お電話またはホームページからどうぞ。
ご予約の際には「TFC会員」である旨、お申しつけください。

TEL.045-988-2255 （月曜定休）    アトリオ ビフレ　    検索　　
http://www.tokyu-sports.com/fitness/due/aobadai/colagen.html
神奈川県横浜市青葉区青葉台1-2-4（アトリオドゥーエ青葉台内）

営業時間
火～金曜 9時～23時
土曜 9時～21時
日曜・祝日 9時～20時

休館日
毎週月曜·年末年始・臨時の施設
メンテナンス日（夏期休業日）

田園都市線

交番
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※写真はイメージです。
※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。



上記 歌舞伎座、国立劇場、新橋演舞場のチケットは、渋谷・本店、
吉祥寺店の2店のTFCカウンターにて発売いたします。
「TFCお買物カード」がご利用いただけます。
なお、公演ごとにチケット発売日が決まっておりますので、ご注意ください。

※ご購入の際には、会員証をご提示ください。※枚数に限りがございますので、売切れの際はご容赦願います。
※チケットのお取扱い期間は、特に記載のない場合、発売日から1週間程度です。
※特に記載のない公演は、未就学児のご入場はできません。
※主催者の都合などにより、内容の変更やチケットの販売を中止する場合がございます。あらかじめご了承ください。法

方
入
購

Kinky Boots National Touring Company,Photo:Matthew Murphy.

いま話題のミュージカルや舞台のチケットをおトクに。

● 東急シアターオーブ（渋谷ヒカリエ11階）

ブロードウェイ・ミュージカル キンキーブーツ〈来日版〉
世界のポップ・アイコン、シンディ・ローパーが初めてミュージカルナンバーを全曲書き下ろした
話題作「キンキーブーツ」。グラミー賞最優秀ミュージカル・アルバム賞も受賞し、現在もブロード
ウェイでロングランを続けています。友情と親子の絆を描くハートフルなストーリー、ダイナ
ミックなパフォーマンス、シンディ・ローパーによるバラエティに富んだ楽曲など、ミュージカルの
醍醐味満載です。
10月9日（日）・15日（土）・22日（土）・29日（土） 各日12時30分開演 
10月13日（木）・26日（水） 各日13時開演 
10月21日（金）18時30分開演 
会員特別料金:S席11,500円（一般販売価格 13,000円）
※未就学児入場不可 ※生演奏／英語上演／日本語字幕あり
お申込み受付期間:8月29日（月）～31日（水）

お申込み 〈Bunkamuraチケットセンター〉TFC会員さま専用ダイヤル
〈受付期間中〉 TEL.03-3477-9912 ［連日11時～17時30分］※ただし、満席になり次第終了いたします。
※チケットのお引き取りは、東急百貨店カスタマーセンターにて承ります。詳しくは、オペレーターにご確認ください。

チケット
● Bunkamuraザ・ミュージアム（渋谷駅）

ピエール・アレシンスキー展
圧倒的な筆の勢いと、抽象とも具象ともつかない独自

き湧らか面内「。ーキスンシレア・ルーエピつもを風画の
出る情熱を描き出す」精神を受け継いだベルギー現代
美術を代表する作家の一人です。また日本とも深い関
わりを持ち、前衛書道家・森田子龍と交流し、自由闊達
な筆の動きに影響を受けました。

館休みの）月（日42月01［ ）木（日8月21～）水（日91月01 ］
館閉時12は日曜土・金週毎［ 時91～時01 ］

（入館は各閉館30分前まで）

前売料金 一般：1,200円（当日1,400円）
 大学・高校生：800円（当日1,000円）
 中学・小学生：500円（当日700円）
お問合せ：TEL.03-5777-8600（ハローダイヤル）
※前売券は、渋谷・本店、渋谷駅・東横店、吉祥寺店、たまプラーザ店のTFCカウン
ターにて販売中。

ピエール・アレシンスキー《至る所から》1982 年 インク/アクリル絵具、キャンバスで
裏打ちした紙 ベルギー王立美術館蔵
©Royal Museums of Fine Arts of Belgium, Brussels/ photo : J. Geleyns - Ro scan
©Pierre Alechinsky, 2016 ）駅座銀東（ 場舞演橋新 ●

十月花形歌舞伎
GOEMON 石川五右衛門
昼の部：10月5日（水）・24日（月）各日11時開演
夜の部：10月9日（日）・26日（水）各日16時開演
出演：片岡愛之助、今井翼 他

▶発売日：9月8日（木）
会員特別料金：1等席
（一般販売価格14,000円） 
［各日とも8枚限り、お席は選べません］

● 東京芸術劇場コンサートホール（池袋駅）

一青窈withプラハ国立歌劇場管弦楽団
3月の東京フィルハーモニー交響楽団との共演を経て、この秋、一青窈がプラハ
国立歌劇場管弦楽団と奏でます。
11月8日（火）19時開演

、ンイハ・ドルハリ〉揮指〈、窈青一：演出
プラハ国立歌劇場管弦楽団

会員特別料金：S席7,800円
（一般販売価格8,500円） 
※未就学児入場不可

● Bunkamuraオーチャードホール（渋谷駅）

フォレスタコンサート in オーチャードホール
～スペシャルステージ 2016～
美しい日本のうた、想い出の名曲などを歌い継ぐ、話題の男女混声コーラス
グループ「フォレスタ」がやってくる。
12月15日（木）18時開演
会員特別料金：S席6,200円（一般販売価格6,500円） 
※出演者は変更になる可能性があります
※未就学児入場不可

　

三婆
昼の部：11月3日（木・祝）・25日（金）
　　　  各日11時30分開演
夜の部：11月5日（土）・9日（水）各日16時開演
出演：大竹しのぶ、渡辺えり、キムラ緑子 他

▶発売日：9月15日（木）
会員特別料金：1等席
（一般販売価格12,000円） 
［各日とも8枚限り、お席は選べません］

■お申込み・お問合せ：〈サンライズプロモーション東京〉
TEL.0570-00-3337 お申込み受付期間：9月1日（木）～ 時81～時01日連［）金（日9 ］
※お申込みの際「東急ファミリークラブ会員（TFC会員）」である旨、オペレーターにお申出ください。 ※満席になり次第終了いたします。

上記２公演（「一青窈withプラハ国立歌劇場管弦楽団」・「フォレスタコンサート in Bunkamura」）は、お電話にてお申込み、セブン--イレブンで発券
■ご予約時に13桁の番号をお控えいただき、セブン--イレブンにてチケット代金のお支払い、
発券をお願いいたします。 （チケット代金のほかに、受取手数料108円、代金収納手数料162円がかかり

。いさだく認確ごにーターレペオ、はくし詳※）。んせまけだたい用利ごは」ドーカ物買おCFT「（）。すま

● 国立劇場（半蔵門駅）

国立劇場開場50周年記念 歌舞伎公演
通し狂言「仮名手本忠臣蔵」 ～三ヶ月連続完全通し上演～
この秋、国立劇場は開場50周年を迎えます。これを記念し、義太夫狂言の名作
『仮名手本忠臣蔵』の全段を三ヶ月にわたり上演します。しかも、上演可能な場面を全
て網羅した完全通し上演でご覧いただきます。名作の醍醐味をお楽しみください。

十月歌舞伎公演 第一部 大序～四段目
10月19 日（水）・23日（日）・25日（火）・27日（木）各日11時開演
出演：松本幸四郎、中村梅玉 他

十一月歌舞伎公演 
第二部 道行旅路の花聟、五段目～七段目
11月17日（木）・21日（月）・23日（水・祝）・25日（金）各日11時開演
出演：尾上菊五郎、中村吉右衛門 他

］演公伎舞歌月01［）木（日1月9：日売発▶
］演公伎舞歌月11［）木（日92月9 　　　　

［両公演共通］会員特別料金：1等A席 （一般販売価格10,000円） 
り限枚8もと日各［ 、お席は選べません］

● ）駅座銀東（ 座伎舞歌

中村橋之助改め八代目中村芝翫襲名披露公演
十月大歌舞伎
10月9日（日）・18日（火）各日11時開演
10月19日（水）・24日（月）各日16時30分開演

十一月 吉例顔見世大歌舞伎
11月3日（木・祝）・21日（月）各日11時開演
11月8日（火）・18日（金）各日16時30分開演
出演：中村橋之助改め八代目中村芝翫、四代目中村橋之助、
　　  三代目中村福之助、四代目中村歌之助 他 

］伎舞歌大月十［）月（日92月8：日売発▶
］伎舞歌大世見顔例吉 月一十［）木（日92月9 　　　　

［両公演共通］1等席 （お弁当付）
 ］すまいざごが性能可の更変は類種の当弁お［］すまりなと売販トッセ［

［各日とも16枚限り、お席は選べません］

）んせまけだたい用利ごはドーカCFT（。み込申おてに話電お

©松竹株式会社 撮影・福田尚武

提供：BS日テレ

©松竹株式会社 ©松竹株式会社©国立劇場
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