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奇想天外なアートと世界初演のコンサート。
Bunkamura の熱い夏はもうすぐ。

Bunkamura
ザ・ミュージアム

ベルギー奇想の系譜
ボスからマグリット、
ヤン・ファーブルまで

Bunkamura
オーチャードホール

西本智実 
アジアを紡ぐ
コンサート 

～風を詠む音の旅～

開催期間：7月15日（土）～9月24日（日）
［7月18日（火）・8月22日（火）のみ休館］
開館時間：10時～18時

［夜間開館は毎週金・土曜日の21時まで］

前売券：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
  7月14日（金）までの販売
 会期中は当日券販売予定

■前売料金 一般：1,300円（当日1,500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）

6月6日（火）19時開演

会員特別料金 S席：6,000円（一般販売価格7,000円）
※未就学児入場不可。

音楽監督で指揮者の西本智実が今夏、一日だけの
コンサートを行います。前半は「～風を詠む音の旅～」
をテーマに、タイやフィリピンの伝統楽器や歌を組
み込んだ作品の世界初演となる演奏をお聞きいた
だきます。後半はクラシック音楽から人気の高いイギ
リスの作曲家、グスタフ・ホルストの組曲「惑星」を
大編成オーケストラでお届けします。

オーケストラの魅力を伝える
コンサート

ベルギーやその周辺地域では、写実的
描写の伝統を踏まえた、幻想的なテー
マの絵画が生まれました。ボスやブ
リューゲルの流れをくむフランドルの
画家たちが描いた悪魔や怪物などの姿
は「本物」を感じさせる迫真性に満ち
ています。本展では、ボスやブリューゲ
ルをはじめ、500年にわたるベルギー
美術の流れを国内外のコレクションに
よってご紹介します。

■出演：西本智実（音楽監督・指揮）
 イルミナートフィルハーモニーオーケストラ 他

■曲目：S.ウォンタラドン（タイ）/
 J.C.トレド（フィリピン）：新作 世界初演
 G.ホルスト：組曲「惑星」  他

ジャン・デルヴィル《レテ河の水を飲むダンテ》1919 年 油彩、キャンヴァス 姫路市立美術館ヒエロニムス・ボス工房《トゥヌグダルスの幻視》1490-1500 年頃 油彩、板
ラサロ・ガルディアーノ財団 ⓒ Fundación Lázaro-Galdiano

■お申込み･ お問合せ先：〈Bunkamuraチケットセンター〉
TFCカード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］
※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。

お電話にてお申込み
■お申込み受付期間：
5月9日（火）～11日（木）
※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。

お申込み先着5件さまに「西本智実サイン入りプログラム」をプレゼント
いたします。（お申込み1件につき1冊とさせていただきます。）

特
典

ⓒ塩澤秀樹

トマス・ルルイ
《生き残るには脳が足らない》
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東急百貨店 私の好きなもの、素敵な時間がここに。初夏の催物。

渋谷駅・東横店 西館8階
TEL.03-3477-3111〈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〈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〉
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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 火 水5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 7/1  
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 土6月

渋谷・本店 3階 イベントサロン
TEL.03-3477-3111〈代表〉

渋谷・本店 3階 イベントサロン
TEL.03-3477-3111〈代表〉

〈生〉地ビールでがっつり
第3回 肉グルメ博

男の総決算

たまプラ「いい値」市

ホームワールド
バーゲン宝飾・時計展

京都老舗名店の味
たまプラーザ
トレインパーク
2017

インテリアバーゲン

夏の婦人ファッション＆
雑貨バーゲン

ハワイアンフェア

夏の絵画特選展

第22回
NHKハート展

第17回 名人たちの仕事展 〈トリンプ〉ビッグバーゲン
第20回

世界の中古カメラフェア

第22回 吉祥寺絵画祭

サマージュエリーバーゲン

夏の快眠寝具バーゲン

婦人服・雑貨 サマーサンクスバーゲン イタリア市場

〈ワコール〉ビッグバザール

  

2017 サマーギフトセンター

2017 サマーギフトセンター
夏のちょっと贅沢＆ヘルシーフードフェア

2017 サマーギフトセンター

2017 サマーギフトセンター

 〈銀座マギー〉ゴールデンセール

プレタポルテセール ミニクラフト展＆
ワークショップ

ルナ・フローラ
創立50周年記念全国展

若山雅子 クリブキルト展 
マイキルトジャーニー

特選
ブランド
バーゲン
第2
会場

第31回 日本の職人展

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。

京都東急ホテル
夏季限定のご宿泊優待『夏の謝恩プラン』
京都の夏の旅にイチ押しお得プランのご紹
介です。京都東急ホテルでは、会員さまだけ
の優待ステイをご用意。また、京の奥座敷･
貴船では川床料理に舌鼓をうち、涼に憩う
オプションプランにもご参加いただけます。
夏の夜の夢のひとときをお楽しみください。

●ご予約・お問合せ：TEL.075-341-2411
京都東急ホテル 
京都市下京区堀川通五条下ル柿本町580
※ご予約の際は「TFC会員」とお申出いただき、
「謝恩プランご利用」とご予約ください。

ご優待期間：6月1日（木）～9月30日（土） 
［ご利用除外日：7月15日（土）･16日（日）、
8月16日（水）、9月16日（土）･17日（日）･
23日（土･祝）］

ご優待料金：お一人様1泊室料のみ
スタンダートフロアご利用の場合
（サービス料･消費税込）

  1室2名様 1室3名様 1室4名様
 ご優待料金 6,500円 6,000円 5,500円
 基本宿泊料金 20,493円 17,028円 14,701円

※休前日および8月11日（金・祝）～15日（火）は3,000円増し。
※上記料金に1,500円増しにてスーペリアフロアにアップグレード。

ご朝食：お一人様2,300円（サービス料･消費税込）増しにて承ります。※事前予約要
  洋食 ALL DAY DINING KAZAHANA（和洋ブッフェ）
  和食 京料理「たん熊 北店」Directed by M.Kurisu（和定食）

◆オプションプラン 川床料理（ご夕食）お一人様11,000円（サービス料･消費税込）
貴船の名料亭「右源太･左源太」で川床京料理を味わう京の夏の風物詩です。
※送迎バス付き［ホテル発17時 ホテル着21時頃］ ※事前予約要
※雨天または増水時は館内でのお食事になります。

トラベル & ステイ 京都と伊豆。夏の旅にはそれぞれの楽しみ方があります。

テラス

TFC会員さま限定
ホテル伊豆急『伊勢海老満喫プラン』
紺碧の海と美味しいお料理、そして波の音が聞こえる露天風呂……。そんなホテル
伊豆急でゆっくり休日をお過ごしください。ご夕食には、調理方法をお選びいただ
ける「伊勢海老」をご用意しました。都会の喧騒を離れ、自然の息吹に包まれての
んびりしませんか。
●ご予約・お問合せ：TEL.03-3463-8201 ホテル伊豆急 静岡県下田市白浜2732-7

。いさだく約予ごと」ンラプ喫満老海勢伊「、きだたい出申おと」員会CFT「は際の約予ご※

ご優待期間：7月14日（金）まで［ご利用除外日：5月3日（水・祝）～5日（金・祝）］
ご優待料金：お一人様1泊2食付（サービス料・消費税込、入湯税別）
  1室2名様 14,000円 1室3～5名様 13,000円    ※休前日は3,000円増し

◆特典 ●ご夕食には伊勢海老をお一人様一尾ご用意
    。いさだくび選おをかれずいの」煮足具「、」き焼殻鬼「、」身刺お「は法方理調
 ●お部屋は全室オーシャンビューを確約
   36㎡のゆったりした洋室か、10畳の和室のどちらかをお選びいただけます。

スーペリアフロアツイン

写真はイメージです。

。んせまけだたい用利ごは」ドーカ物買おCFT「、にスーコのつ2の内案ご※ 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。

承ります。

上記5公演は

にて

歌舞伎入門をはじめ、笑いあり涙ありのラインアップ。チケット

● 国立劇場大劇場（半蔵門駅）

6月歌舞伎鑑賞教室
解説「歌舞伎のみかた」 歌舞伎十八番の内「毛抜」
6月18日（日）11時開演
6月12日（月）･21日（水）･24日（土）各日14時30分開演

出演者による実演を交えた解説と名作・名場面の上演！ 上演プログラムと歌舞伎読本
も無料配布されます。歌舞伎入門にぴったりの公演です。

出演：中村錦之助、片岡孝太郎 他
    発売日：4月27日（木）

会員特別料金：1等席会員価格
（一般販売価格3,900円）
［各日とも8枚限り、お席は選べません］

● ）駅座銀東（ 座伎舞歌

六月大歌舞伎
昼の部：6月8日（木）・23日（金）各日11時開演予定
夜の部：6月5日（月）・24日（土）各日16時30分開演予定

    発売日：4月27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61もと日各［ 

● ）駅座銀東（ 場舞演橋新

七月名作喜劇公演 一、お江戸みやげ 二、紺屋と高尾
7月13日（木）・22日（土）各日11時開演
7月19日（水）・21日（金）各日16時開演
出演：浅野ゆう子、波乃久里子 他

   発売日：5月18日（木）
会員特別料金：1等席 会員価格
（一般販売価格13,000円）
［各日とも8枚限り、お席は選べません］

ミュージカル『にんじん』
8月3日（木）・12日（土）各日16時30分開演
8月18日（金）・22日（火）各日11時30分開演
出演：大竹しのぶ、中山優馬 他

    発売日：5月25日（木）
会員特別料金：1等席会員価格
（一般販売価格13,000円）
［各日とも8枚限り、お席は選べません］

七月大歌舞伎
昼の部：7月4日（火）・19日（水）各日11時開演予定
夜の部：7月8日（土）・21日（金）各日16時30分開演予定

    発売日：5月25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16枚限り、お席は選べません］

渋谷・本店、吉祥寺店 TFCカウンターで販売

店頭販売

店頭販売

店頭販売

店頭販売

店頭販売

店頭販売

店頭販売

誠に勝手ながら都合により、歌舞伎座は
7月19日（水）は休演となります。
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※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。
● 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 5月お引換えの会員さま 6月お引換えの会員さま

	 ご入会月 2016年5月 2016年6月

	 お積立最終期日 2017年4月30日（日） 2017年5月31日（水）

 半年積立コース 5月お引換えの会員さま 6月お引換えの会員さま

	 ご入会月 2016年11月 2016年12月

	 お積立最終期日 2017年4月30日（日） 2017年5月31日（水）

▶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。

奇想天外なアートと世界初演のコンサート。
Bunkamura の熱い夏はもうすぐ。

Bunkamura
ザ・ミュージアム

ベルギー奇想の系譜
ボスからマグリット、
ヤン・ファーブルまで

Bunkamura
オーチャードホール

西本智実 
アジアを紡ぐ
コンサート 

～風を詠む音の旅～

開催期間：7月15日（土）～9月24日（日）
［7月18日（火）・8月22日（火）のみ休館］
開館時間：10時～18時

［夜間開館は毎週金・土曜日の21時まで］

前売券：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
　　　  7月14日（金）までの販売
　　　 会期中は当日券販売予定

■前売料金　一般：1,300円（当日1,500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）

6月6日（火）19時開演

会員特別料金　S席：6,000円（一般販売価格7,000円）
※未就学児入場不可。

音楽監督で指揮者の西本智実が今夏、一日だけの
コンサートを行います。前半は「～風を詠む音の旅～」
をテーマに、タイやフィリピンの伝統楽器や歌を組
み込んだ作品の世界初演となる演奏をお聞きいた
だきます。後半はクラシック音楽から人気の高いイギ
リスの作曲家、グスタフ・ホルストの組曲「惑星」を
大編成オーケストラでお届けします。

オーケストラの魅力を伝える
コンサート

ベルギーやその周辺地域では、写実的
描写の伝統を踏まえた、幻想的なテー
マの絵画が生まれました。ボスやブ
リューゲルの流れをくむフランドルの
画家たちが描いた悪魔や怪物などの姿
は「本物」を感じさせる迫真性に満ち
ています。本展では、ボスやブリューゲ
ルをはじめ、500年にわたるベルギー
美術の流れを国内外のコレクションに
よってご紹介します。

■出演：西本智実（音楽監督・指揮）
　　　 イルミナートフィルハーモニーオーケストラ 他
■曲目：S.ウォンタラドン（タイ）/
　　　 J.C.トレド（フィリピン）：新作 世界初演
　　　 G.ホルスト：組曲「惑星」  他

ジャン・デルヴィル《レテ河の水を飲むダンテ》1919 年 油彩、キャンヴァス 姫路市立美術館ヒエロニムス・ボス工房《トゥヌグダルスの幻視》1490-1500 年頃　油彩、板　
ラサロ・ガルディアーノ財団　ⓒ Fundación Lázaro-Galdiano

■お申込み･ お問合せ先：〈Bunkamuraチケットセンター〉
TFCカード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］
※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。

お電話にてお申込み
■お申込み受付期間：
5月9日（火）～11日（木）
※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。

　　お申込み先着5件さまに「西本智実サイン入りプログラム」をプレゼント
　　いたします。（お申込み1件につき1冊とさせていただきます。）
特
典

ⓒ塩澤秀樹

トマス・ルルイ
《生き残るには脳が足らない》
2009 年ブロンズ
ロドルフ・ヤンセン画廊、
ブリュッセル
©Studio Thomas Lerooy, Brussels
courtesy:Rodolphe Janssen, Brussels 
photo: Philippe D, Hoeilaart
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