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東急百貨店東急百貨店東急百貨店 春うらら、お楽しみのひとときをご一緒に。

渋谷駅・東横店 西館8階
TEL.03-3477-3111〈東横店・本店代表〉

吉祥寺店 8階
TEL.0422-21-5111〈代表〉

たまプラーザ店 3階
TEL.045-903-2211〈代表〉

渋谷駅・東横店 西館8階
TEL.03-3477-3111〈東横店・本店代表〉

吉祥寺店 8階
TEL.0422-21-5111〈代表〉

たまプラーザ店 3階
TEL.045-903-2211〈代表〉

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  　
水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 3月

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 5/1
土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火  水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 4月 火

渋谷・本店 3階 イベントサロン
TEL.03-3477-3111〈本店・東横店代表〉

渋谷・本店 3階 イベントサロン
TEL.03-3477-3111〈本店・東横店代表〉

　   　　　　・　　  カード会員さま
限定特別セール 春

休錦裳会 ルナ・フローラ展
（入場無料）

紳士服EO 
2着よりどり
ECOセール

〈鈴乃屋〉呉服市ニッポンコレクション

注

万華鏡展（入場無料） 〈銀座マギー〉新作受注会

紳士服イージーオーダー  秋のインポート服地セール婦人服
インポートバーゲン

秋の子供雑貨バーゲン

〈銀座花菱〉秋のエレガンスバーゲン

〈ワコール〉スペシャルセール

服飾雑貨スペシャルセール

婦人服 紳士服 子供服・インテリア
家庭用品

男の総決算

〈銀座マギー〉ゴールデンセール

サビエアパリ

〈オンワード〉セール  

ルナ・フローラ展
（入場無料）

〈サルヴァトーレ 
      フェラガモ〉
   スペシャル
   セール

秋の婦人靴・ハンドバッグバーゲン秋の子供雑貨バーゲン

〈銀座花菱〉秋のエレガンスバーゲン

第30回 日本の職人展　   　　  カード
会員さま限定 

　 夏の特別セール　

春のファッションウィッグ
フェア

婦人靴・
ハンドバッグバーゲン

婦人フォーマルバザール

婦人服有名ブランドバーゲン

　   　　　カード会員さま限定
　特別セール　

　   　　　　　　 
カード会員さま限定

　婦人服・婦人雑貨ブランドバーゲン　

～魂の書家～ 
金澤翔子 書展
ジュエリー＆
ウォッチ フェア

〈クロワッサンの店〉フェスティバル

静岡県の伝統工芸品展

子供プレイランド

夏休み人形劇場（ひとみ座）

〈トリンプ〉セール

婦人フォーマルバーゲン

婦人服フォーマルウエアバーゲン

岩合光昭写真展「いぬ」

〈東京西川〉快適・快眠寝具フェア

春の紳士服バーゲン

第1回布もの展 ～春の手仕事百景～

なるほど！ハンズ市！

〈ワコール〉ビッグバザール美味お取り寄せ人気店と名店の味

大食品まつり

春のファッションウィッグ
フェア

家庭用品スペシャルセール家庭用品スペシャルセール

第18回
沖縄物産展

諸国名店と
うまいもの大会

36th SHIBUYA
アンティーク バザール

婦人服バーゲン
〈東京ますいわ屋〉大きもの展

銀座マギー
冬物底値市
〈世界の子供服 
マ・メール〉
スペシャルセール

メガネ
サングラスフェア

婦人靴バーゲン

第18回 福岡物産展 第17回
全国掘出しきもの大市

第24回
吉祥寺手づくり村

スポーツオーソリティ＆
トラベルフェア

初夏のメンズ大市

春の特別セール
第2弾 紳士服・子供服

ベビー服・子供服バーゲン

〈銀座花菱〉春のエレガンスセール
アントフォーと仲間たちの人形展

布の彫刻
春休みキッズ
鉄道フェア

春休みキッズ
鉄道フェア

オリジナルジュエリー＆
アクセサリーフェア

食品ギフトセット処分＆食品大特価市

〈東京西川〉寝具大市

春の北海道展

第22回 NHKハート展

　   　　　カード会員さま限定
　秋の特別セール　

第5回 海鮮王国 北海道
小樽・函館まつり
北の銘菓特集

たまプラ新春感謝祭

〈銀座マギー〉冬物底値市

〈世界の子供服 マ・メール〉
子供服オールシーズンバーゲン

〈銀座マギー〉新作受注会

第29回
福島物産展

第38回
日本の職人展

武蔵野ボロ市

男の総決算

たまプラーザ
トレインパーク2017

第29回 福島物産展

横浜元町セレクション

〈ワコール〉ビッグバザール 第4回 長崎物産展

春の婦人靴・ハンドバッグセール

婦人靴・ハンドバッグ
バーゲン

婦人・紳士・子供服ブランドセール

〈東京西川〉
寝具大市＆
〈シモンズ〉
ベッドバーゲン

トリンプセール

婦人フォーマルウエアバーゲン

ホームワールドバーゲン

「魅惑のガラス ガレ・ドームと
秀作絵画展」

ベビー＆キッズバーゲン

宝飾・時計展
&

インターナショナル
ブティック

よみうりカルチャー
手工芸フェア

kjhgh vsv て

第38回
日本の職人展

武蔵野ボロ市

紳士服EO2着
よりどりセール 

東急百貨店催物場のご案内 ※ 空欄は催物場に限り閉場。※スケジュールは都合により変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

● 渋谷・本店 営業時間：10時～19時 地下1階・1階は20時、7階〈MARUZEN＆ジュンク堂書店〉は21時まで

開店50周年記念プレシャスブランドバーゲン
3月21日（火）1日限り
セルリアンタワー東急ホテル 
地下2階 ボールルーム
営業時間：11時～19時  
お問合せ先：TEL.03-3477-3520

（渋谷・本店 イベント事務局）
※渋谷・本店からセルリアンタワー東急ホ
テルへの無料バスを運行いたします。※渋
谷駅から徒歩5分 ※お車でのご来場は大
変混雑が予想されますので、公共交通機関
をご利用ください。※開場時は整列入場と
なります。地下1階からご入場ください。

開店50周年を記念して人気ブ
ランドのお買得品を多数取り揃
えました。

● 吉祥寺店 営業時間：10時～20時 

北の大地から、旬の美味しい便りが届きました。

春の北海道展
3月2日（木）～8日（水）

［最終日は17時閉場］8階 催物場

〈札幌かに工房〉のかにを炊き
込んだご飯の上に、さらにかに
を盛り付けたお弁当や、初登場

〈いち華〉の道産牛にこだわっ
たサクサクの 牛かつサンドな
ど、北海道ならではの味が一堂
に揃います。

〈札幌かに工房〉
かにの炊込み弁当

（1折）1,890円〈各日50折限り〉

● 渋谷駅・東横店　営業時間：10時～21時

ふるさと自慢の美味や、伝統が磨き上げた技をご披露。
第29回 福島物産展
3月2日（木）～7日（火）

［最終日は18時閉場］
西館8階 催物場

おなじみの銘菓や郷土の味に加え、イートイン
では〈坂内食堂〉で30年以上も喜多方ラーメン
をつくり続けた次男が独立し、店主を務め
る〈坂新〉が初登場。会場内でできたての一
杯をご賞味ください。また、くだもの王国な
らではのフルーツにも注目。工芸品ではオリ
ジナル品を中心に、桜を特集します。

〈坂新〉
肉そば（一人前）951円

● たまプラーザ店　営業時間：10時～20時

名物のおいしさ、お取り寄せで評判の美味が勢揃い。

美味お取り寄せ人気店と名店の味
3月2日（木）～8日（水）［最終日は18時閉場］
3階 催物場

〈小池菓子舖〉あわまんじゅうや、初出店
〈旅館 歌藤〉いちご大福の実演販売を
はじめ、〈新杵屋 〉新商品の三味牛肉
どまん中、〈治一郎〉たまプラーザ店限
定バウムクーヘン切落としなど、注目の
美味が集結します。

岐阜〈ルフトヒダ〉
たまプラーザ店35周年記念 
飛弾牛特選すき焼き弁当

（1折）3,000円〈各日10折限り〉

セルリアンタワー

東急ホテル

ご来場の先着5,000名様に「粗品」を
さしあげます。（お一人様1点限り）

※ご入場の際にはTFC会員証カードをご提示ください。
2名様までご入場いただけます。

初出店    実演
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TFC会員さまだけのご優待インフォメーション

  1室1名様 1室2名様 1室3名様 1室4名様
 大　人 25,800円 19,800円 18,800円 17,800円
 小学生  19,800円 13,160円 12,460円

※1室１～2名利用はお子様料金の適用はございません。
※3歳以上の添い寝のお子様は、施設使用料（お一人様3,564円／税込）を別途頂戴しております。

ご夕食：レストランにて、旬の伊勢海老や金目鯛などの魚介類と、季節の山の幸を盛り
込んだシェフ渾身の和洋折衷コース料理。
※お子様料金のご夕食は、お子様専用メニューをご用意します。

ご朝食：レストランにて、和洋ブッフェ。
※3歳以上のお子様は食事不要をご選択の場合でも、朝食ブッフェ代（お一人様891円／税込）を別途頂戴しております。

◆会員特典：スタンダードツインからスーペリアツインへの無料アップグレード。

　　　　 TFC会員さまにおすすめの
「深川の桜回廊＆5大運河めぐりクルーズ」

日本橋で乗船し、佃リバーサイドの桜並木や
小名木川、大横川の深川の桜回廊へと船上
から桜の名所を観賞します。途中、水位を高
低させる船運の仕組みがわかる、扇橋閘

こうもん

門
で「水のエレベーター」を体験！食事ありコー
スは、日本橋老舗の江戸前鮨店にて、人気の

『特上ばらちらし』（＊）の昼食もお楽しみです。
＊12～13種類の魚介類が楽しめるほか、椀物、小鉢、甘
味も味わえます。

● 開催日時：3月20日（月・祝）～4月9日（日）毎日開催
※「食事あり」の開催日は、上記期間中の土日祝日を除く毎日です。

【スケジュール】三越前駅・B6出口より魚河岸記念碑前に集合
（11時10分）⇒出船（11時20分）⇒日本橋乗船場、帰港後解散（13時）
食事ありコースは、帰港後、「蛇の市本店」にて昼食（13時10分）。お食事後、解散。

参加費：お一人様（食事なし）3,980円／（食事あり）6,980円
※参加費には乗船料（添乗員付）、食事ありの場合はお食事代が含まれます。

最小催行人員：両コースとも毎回20名様
【ご注意事項】※当ツアーは、安全上の都合により未就学児のお子様はご参加できません。※小学生以上の参
加が可能です。子供料金はございません。※車イスでのご参加はできません。※桜の開花状況に関わらず、開
催決定後（荒天の場合を除き）は、開催をいたします。※雨天も開催いたします。雨天時には各自、傘以外の雨
具（レインコートなど）の準備をお願いいたします。※食事なしコースの場合、船内への持ち込みは可能です
が、ゴミはお持ち帰りいただきます。

● お申込み・お問合せ：ポケカルお客様センター
TEL.03-5652-7072（9時～18時、無休） FAX.03-3662-6776（24時間受付）
※お申込みの際にオペレーターに【商品番号】をお伝えください。
　●【1837-9383】（食事なし）　●【1837-9384】（食事あり）をお伝えください。

〈お支払方法〉郵便局やコンビニでご利用いただける払込用紙でのお支払となります
（お手数料はかかりません）。※出発7日前から5日前までのお申込みの場合、銀行振込（振込手数料は
お客様負担）とさせていただきます。

〈お申込み締切〉出発日5日前まで。詳しくはオペレーターにご確認ください。 
■ 旅行企画実施：株式会社ポケカル 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町20-1 アンソレイエ・オオタ5F
 東京都知事登録旅行業第2-6811号 全国旅行業協会正会員 総合旅行業務取扱管理者：鈴木道男

  

トラベ ル & ステイ 春の息吹を全身で感じる、新しい旅の始まり。トラベ ル & ステイトラベ ル & ステイ

深川の花見クルージング

選りすぐりのお店を、TFC会員さまに。味を訪ねて味 訪味

プロヴァンス春 スペシャルメニュー

アミューズ 季節のお楽しみ
前菜 帆立貝とボタン海老のタルタル
 柚子の薫りをそえて
スープ 本日のスープ
魚料理 築地より届いた鮮魚のムニエル
肉料理 牛フィレ肉のグリエ
デザート 青林檎のパルフェと
 マスカルポーネのエスプーマ
小菓子 カフェと3種のミニャルディーズ
●お飲物1杯付
※仕入れ状況により内容は変更になる場合がございます。

セルリアンタワー東急ホテル　タワーズレストラン
クーカーニョ（フランス料理）

受付場所：東急百貨店 渋谷・本店、渋谷駅・東横店、
吉祥寺店、 たまプラーザ店 
各店カスタマーセンター TFCカウンターにて

「味を訪ねて」ご参加受付開始日：3月6日（月）
4月10日（月）まで先着受付順 
※定員になり次第、受付終了とさせていただきます。

♦「TFC お買物カード」がご利用いただけます。

●参加者募集

下田 東急ホテル
『リニューアルオープン記念プラン』

下田東急ホテルは、開業55周年に向け、
“原点回帰”をコンセプトにリニューアル
します。世代を超えたニーズに応える施
設づくりと格式の伝承を軸に、繰り返し
訪れたい「目的型・滞在型」ホテルとして
進化を図ります。2017年春、リニューア
ルオープンを記念して、感謝の気持ちを
こめた限定プランをお贈りします。自然
豊かなリゾートならではの贅沢なひとと
きを、ぜひこの機会にお楽しみください。
●ご予約・お問合せ：TEL.0558-22-2411
下田 東急ホテル 静岡県下田市5-12-1
※ご予約の際は「TFC会員」とお申出いただき、チェックイン時に

「TFC会員証」をご提示ください。

ご優待期間：4月21日（金）～6月30日（金） 
［ご利用除外日：土曜日および
5月3日（水・祝）～5日（金・祝）・19日（金）］

ご優待料金：お一人様1泊夕朝食付き
（サービス料・消費税込、入湯税別）

スーペリアツイン

写真はイメージです。

恵み豊かな春の食材でヘルシーにパワーアップ。
「食のセルリアン」のお声もいただくセルリアンタワー東急ホテル。今回は美味
なるレストランの中から、メインダイニング「クーカーニョ」（40階）にて東急
ファミリークラブ会員さま限定のスペシャルランチをご用意いたしました。
さえぎる物のない地上150メートルからのすばらしい眺望を楽しみながら、
南仏プロヴァンスの春の香りをやさしく包みこんだ、彩りあふれるフレンチを
ご堪能ください。

● 会食日時：4月20日（木）12時から

会場：セルリアンタワー東急ホテル40階 タワーズレストラン「クーカーニョ」　
東京都渋谷区桜丘町26-1 
渋谷駅西口 歩道橋渡り国道246号沿い 徒歩5分／渋谷マークシティより徒歩5分
会費：お一人様9,700円（税・サ料込） ※お席は選べません。あらかじめご了承ください。

募集人員：30名様

※ご案内の2つのコースに、「TFC お買物カード」はご利用いただけません。

天空の特別席で、
一日限定スペシャルランチ

※「食事なし」と「食事あり」
の2コースあります。

お申込みは
各店TFCカウンターへ

※写真はイメージです。
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上記ご案内のチケットは、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。チケット購入方法

での

いま話題の歌舞伎や舞台のチケットをおトクに。チケットチケットチケット

● 国立能楽堂（千駄ヶ谷駅）

萬狂言ファミリー狂言会・春
狂言のおはなし 狂言「苞山伏」 「棒縛」
4月9日（日） 11時開演
出演：山下浩一郎、吉住講、泉愼也、炭光太郎、
河野佑紀、能村晶人 他
　　　　    発売日：3月9日（木）
会員特別料金：正面席会員価格
（一般販売価格3,000円）
5歳～高校生・60歳以上会員価格
（一般販売価格1,500円）※５歳から入場可。
［10枚限り、お席は選べません］

● ）駅座銀東（ 座伎舞歌

四月大歌舞伎
昼の部：4月12日（水）・16日（日）各日11時開演
夜の部：4月20日（木）・25日（火）各日16時30分開演
　　　　    発売日：3月2日（木）
1等席会員価格（お弁当付［セット販売となります］）
［お弁当の種類は変更の可能性がございます］

］んせまべ選は席お、り限枚8もと日各［ 

● ）駅座銀東（ 場舞演橋新

東京喜劇 熱海五郎一座 
フルボディミステリー 消えた目撃者と悩ましい遺産
三宅裕司率いる「熱海五郎一座」のお待ちかねゲストは藤原紀香。爆笑に次ぐ爆笑を届けます！

昼の部：6月5日（月）・6日（火）各日12時開演
夜の部：6月11日（日）・17日（土）各日16時30分開演
出演・構成・演出：三宅裕司
出演：渡辺正行、ラサール石井、小倉久寛、
春風亭昇太、藤原紀香（ゲスト出演）他
　　　　    発売日：3月16日（木）
会員特別料金：1等席会員価格（一般販売価格11,000円）
［各日とも8枚限り、お席は選べません］

五月大歌舞伎
昼の部：5月8日（月）・13日（土）各日11時開演
夜の部：5月17日（水）・23日（火）各日16時30分開演
　　　　    発売日：3月23日（木）
1等席会員価格（お弁当付［セット販売
となります］）
［お弁当の種類は変更の可能性がございます］ 
［各日とも8枚限り、お席は選べません］

ご案内している展覧会チケットは、渋谷・本店、渋谷駅・東横店、吉祥寺店、たまプラーザ店の
東急百貨店カスタマーセンターにてお買求めいただけます。

● 国立科学博物館（上野駅）

大英自然史博物館展
TREASURES OF THE NATURAL WORLD
3月18日（土）～6月11日（日）9時～17時 ［金・土曜日は
20時まで。4月30日（日）～5月4日（木・祝）は18時まで。入館は各
閉館時刻の30分前まで］［休館日：3月21日（火）、4月10日（月）・
17日（月）・24日（月）、5月8日（月）・15日（月）・22日（月）・29日（月）］

前売特典（ポケットガイド）付き入場券 
※ポケットガイドは会期中会場にてお渡しします。
※6月11日（日）までの販売。

一般・大学生1,600円
小・中・高校生500円
お問合せ：TEL.03-5777-8600（ハローダイヤル）

● ）駅木本六（］F25ーワタ森ズルヒ木本六［ーリラャギータンセツーア森

大エルミタージュ美術館展 オールドマスター 西洋絵画の巨匠たち
3月18日（土）～6月18日（日）　休館日：5月15日（月）　10時～20時
［火曜日は17時まで。ただし5月2日（火）は20時まで。入館は閉館の30分前まで］

前売券　※6月18日（日）までの販売［通常は3月18日（土）より当日券］。
一般：1,400円（当日1,600円） / 大学生：1,100円（当日1,300円）/ 中高生：600円（当日800円）
お問合せ：
TEL.03-5777-8600
（ハローダイヤル）

渋谷・本店、吉祥寺店 TFCカウンターで販売

展覧会チケットチケット展覧会チケット

始祖鳥© The Trustees of the Natural History Museum, London

店頭販売

店頭販売

店頭販売

店頭販売

店頭販売

店頭販売

● 赤坂ACTシアター（赤坂駅）

赤坂大歌舞伎「夢 幻恋双紙」 ～赤目の転生～
4月18日（火）17時開演
4月20日（木）・21日（金）各日14時開演

新作歌舞伎に中村勘九郎、七之助が挑みます。
乞う、ご期待！

作・演出：蓬莱竜太
出演：中村勘九郎、中村七之助 他

　　　　   
会員特別料金：S席会員価格（一般販売価格13,000円）

］んせまべ選は席お、り限枚01もと日各［ 

● Bunkamuraシアターコクーン（渋谷駅）

フェードル
4月25日（火）・26日（水） 各日13時開演
4月29日（土）18時開演

思いを隠し続ける苦悩！押さえきれない思い！ 
恐れと哀れみ、狂おしい恋と罪の意識！

作：ジャン・ラシーヌ　演出：栗山民也
出演：大竹しのぶ、平岳大、門脇麦、谷田歩、
斎藤まりえ、藤井咲有里、キムラ緑子、今井清隆

　　　　   
会員特別料金：S席会員価格（一般販売価格10,800円） 
［各日とも10枚限り、お席は選べません］

電話受付 電話受付

■お申込み受付期間［両公演とも共通］3月1日（水）～8日（水） ※ただし、満席になり次第終了いたします
■お申込・お問合せ先〈サンライズプロモーション東京〉（受付期間中）TEL.0570-00-3337 ］時81～時01日連［ 
　  ※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。

■チケットはセブン-イレブン発券となります。※別途、受取手数料108円、代金収納手数料162円がかかります。詳しくは、オペレーターにご確認ください。

上記２公演は
　　　　　　にて
承ります。
電話受付

坂東玉三郎×鼓童 特別公演 幽玄
5月16日（火）18時30分開演
5月17日（水）・18日（木）・19日（金）・20日（土）
各日14時開演

道「」衣羽「を界世た見が弥阿世、にマーテを｣玄幽｢は回今
るす現表てしに材題を目演表代の能、どな」橋石「」寺成

ことに挑戦します。玉三郎氏の優雅な舞いを、太鼓界を牽
引し続けている鼓童が斬新な切り口で囃します。

演出・出演：坂東玉三郎
出演：太鼓芸能集団 鼓童、花柳壽輔 他

S席会員価格 ［各日とも6枚限りとさせていただきます］
※未就学児入場不可

● 東京オペラシティ コンサートホール（初台駅）①
● 東京芸術劇場コンサートホール（池袋駅）②
● 文京シビックホール 大ホール（後楽園駅）③

ウィーン少年合唱団 ～心を癒す天使の歌声～ 
プログラム［
プログラム［B］

約100名（10歳～14歳）のメンバーはアウガルテン宮殿で生活し、
ハイドン、モーツァルト、シューベルト、ブルックナーの名がついた
４グループに分かれ、世界中のコンサートに出演。今回はモーツァル
ト組が合唱曲のほか、国内外で人気の楽曲を清らかに歌います。

）］A［ ②（演開時41）祝･水（日3月5
　）］B［ ①（演開時41）祝･木（日4月5

　）］A［ ③（演開時91）水（日7月6
）］B［ ①（演開分03時31）金（日61月6

）］B［ 81/6・］A［71/6①（演開時41日各）日（日81・）土（日71月6
※ コンサート日程により会場・プログラム内容が異なります。

会員特別料金：S席  土日祝  会員価格（一般販売価格7,500円）［5/3・4、6/17・18］
　　　　　　　　   平日  会員価格（一般販売価格7,000円）［6/7・16］

。］く除は）金（日61月6［。円000,3律一、は下以歳02上以歳5※

● Bunkamuraオーチャードホール（渋谷駅）

フィンランド国立バレエ団 
バレエ『たのしいムーミン一家』＆『北欧バレエ・ガラ』
4月22日（土）・23日（日）各日12時開演
4月25日（火）13時開演

あのムーミンがバレエを踊る！ フィンランドから、
話題騒然の新作が今春渋谷に！

出演：フィンランド国立バレエ団
演目：バレエ『たのしいムーミン一家 ～ムーミンと
魔法使いの帽子～』

（」ラガ・エレバ欧北「 『白鳥の湖』『ドン・キホーテ』より 他）

　　　　   
会員特別料金：S席会員価格（一般販売価格9,000円）
※4才未満入場不可。※演奏は特別録音による音源。

● 東急シアターオーブ［渋谷ヒカリエ11階］（渋谷駅）

東急シアターオーブ5周年記念公演 ブロードウェイ・ミュージカル 「ウエスト・サイド・ストーリー」
レナード・バーンスタイン生誕100年記念ワールドツアー
7月15日（土）・29日（土）各日13時開演 / 7月17日（月・祝）18時開演
7月20日（木）・25日（火）各日14時開演 / 7月26日（水）19時開演

1957年の初演以来、すべての観客に普遍的な感動を与えてきた「ウエスト・サイド・ストーリー」。
れまし親てえ超を代世は曲楽のンイタスンーバ・ドーナレ、めじはを」カリメア「」トイナゥト「曲名

ています。高い完成度を誇る舞台が、いよいよ7月に幕を開けます。

会員特別料金：S席会員価格（一般販売価格13,000円）
　　　　　　　TFC会員さまがご購入の場合、特製チケットホルダー（非売品）を
　　　　　　　　  もれなくプレゼントします！（チケット1枚につき、1枚）

［各日とも10枚限りとさせていただきます］※未就学児入場不可。※英語上演／日本語字幕付き。

● 日生劇場（日比谷駅）

ミュージカル『紳士のための愛と殺人の手引き』
4月16日（日）～30日（日）

市村正親、8回殺される!？ 抱腹絶倒
の新作ミュージカル・コメディの舞台は
エドワード朝時代のイギリス。伯爵継承
順位8番目の男が、邪魔者たちを次々
とバカバカしく手にかけていく姿に会
場は大爆笑！一人8役をこなす市村正
親から目が離せません！

出演：市村正親、
ウエンツ瑛士・柿澤勇人（Wキャスト）、
シルビア・グラブ、宮澤エマ、
春風ひとみ 他

電話受付

電話受付

電話受付

電話受付

電話受付

■お申込み受付期間［3公演とも共通］3月7日（火）～10日（金）
■お申込み：〈Bunkamuraチケットセンター〉
（受付期間中のみ）TEL.03-3477-9912 ］分03時71～時11日連［ 
※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。 ※満席になり次第終了いたします。

■お申込み受付期間：各公演の前日まで
■お申込み・お問合せ先：〈ホリプロチケットセンター〉
（受付期間中）TEL.03-3490-4949 ］業休日祝・曜日 時31～時01曜土 時81～時01日平［ 
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 。

■チケットのお引取りは、お近くのセブン-イレブンにて、ご予約時にお伝えする引取番
号をお伝えください。代金とお引換えで、チケットをお受取りいただけます。
※お席が売切れる場合がございますので、お早めにお申込みください。※お申込み後のキャンセル・変更
はできません。

■お申込み受付期間：各公演の2週間前まで
■お申込み・お問合せ先：〈ジャパン・アーツ特電ダイヤル〉
（受付期間中）TEL.03-5774-3050 ］時81～時01日連［ 
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。
※お申込み後のキャンセル・変更はできません。※予定枚数終了の場合はご容赦ください。

上記3公演は
　　　　　　にて
承ります。

上記公演は　　　　　　にて承ります。 上記公演は　　　　　　にて承ります。

■チケットのお引取りは、東急百貨店各店にて承ります。
※詳しくは、オペレーターにご確認ください。

電話受付

電話受付 電話受付

©nilz boehme

Photo Saara Salmi © Moomin Characters ™
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会員特別料金：
S席 平日会員価格
　　休日会員価格
（一般販売価格13,000円）

12：30

4月

13：30
17：30
18：30

ご購入特典



※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・新規ご入会の会員さま
●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。
● は合場の」済未が認確人本ご「、てし際に会入ご規新、加追スーコのでどな続継ご

 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 3月お引換えの会員さま 4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 2017年2月28日（火） 2017年3月31日（金）

 半年積立コース 3月お引換えの会員さま 4月お引換えの会員さま
 ご入会月 2016年9月 2016年10月

 お積立最終期日 2017年2月28日（火） 2017年3月31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。

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。




