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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 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9月 2016年10月

	 お積立最終期日 2017年8月31日（木） 2017年9月30日（土）

 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 2017年3月 2017年4月

	 お積立最終期日 2017年8月31日（木） 2017年9月30日（土）

▶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。

ブロードウェイ・ミュージカル

天使にラブ・ソングを… （シスター・アクト）
2015年初来日の時は連日ソールドアウトだった、大ヒット映画「天使にラブソングを…」の
ミュージカルが再来日。映画の主演女優ウーピー・ゴールドバーグがオリジナルプロデュース、

『美女と野獣』などディズニー作品を数多く手がけたアラン・メンケン書き下ろしの楽曲で
ハッピーなミュージカル。映画公開25周年を記念したこの公演、見逃せません。

ミュージカルの名曲とダンスでエンターテイメントを作り
上げる、東急シアターオーブのオリジナル企画。今回は
ブロードウェイで活躍中のマーク・スチュアートを演出・
振付に招き、ミュージカルで活躍する４人のシンガーを
中心に、これまで以上にショーアップしたコンサートに！

2つの東急シアターオーブ5周年記念公演をご紹介します。［渋谷ヒカリエ11階］（渋谷駅）

10月28日（土）	・11月11日（土）各日12時30分開演　
11月1日（水）	・2日（木）・7日（火）各日13時開演
11月9日（木）19時開演
会員特別料金   S席 10,000円（一般販売価格 12,000円）［各日とも6枚限り］

   特 典　  特製チケットホルダー〈非売品〉プレゼント（チケット1枚につき1枚）
※生演奏／英語上演／日本語字幕あり　※未就学児入場不可　

10月7日（土）	18時開演
10月8日（日）・9日（月・祝）各日14時開演
演出・振付：マーク・スチュアート
出演：アール・カーペンター、シボーン・ディロン、
ウィレマイン・フェルカイック、エリック・クーンジー 
ゲスト：中川晃教（10月7日）、石井一孝（10月8日）、龍 真咲（10月9日）

【予定演奏作品】
◇フォッシー ◇オン・ザ・タウン ◇エニシング・ゴーズ 
◇スウィング！ ◇スウィート・チャリティ ◇サンセット大通り 他

会員特別料金 S席 9,000円（一般販売価格 10,000円）
［各日とも10枚限り］ ※生演奏　※未就学児入場不可

■ お申込み受付期間：8月29日（火）～31日（木） ※ただし、満席になり次第終了いたします。

■ 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］
　　※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、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。

天使にラブ・ソングを…
ソング＆ダンス・オブ・ブロードウェイ
両公演共通

お
申
込
み
　

お
電
話
に
て

Bunkamura ザ・ミュージアム（渋谷駅）

オットー・ネーベル展  シャガール、カンディンスキー、クレーの時代

オットー・ネーベルの知られざる画業を紹介する日本初の回顧
展です。1920年代にバウハウスでカンディンスキーやクレー
と出会い、さまざまな画風を実験的に取り入れながら独自
の様式を確立していったネーベルの創作過程に迫ります。

開催期間：10月7日（土）	〜12月17日（日）
［10月17日（火）・11月14日（火）のみ休館］
開館時間：10時～18時［毎週金・土曜日は21時まで］
※入館は各閉館の30分前まで

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10月6日（金）までの販売。

■ 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）

前回公演『シネマ・ミュージカル・コンサート』より／ Photo：下坂敦俊

オットー・ネーベル《明るい黄色の出来事》1937 年、
油彩・キャンヴァス、オットー・ネーベル財団

©JOAN MARCUS
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東急百貨店 グルメもアートも、味わい深まる秋の訪れ。

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 10/1   　
金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月・祝 火 水 木 金 土・祝 日 月 火 水 木 金 土 日 9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 31
日 月 火 水 木 金 土 日 月・祝 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 10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　

秋のファッションウイッグフェア/
アクセサリー＆

ジュエリーリフォームバーゲン

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

〈シモンズ〉ベッドバーゲン

ベビーキッズバーゲン

たまプラ婦人服ファッションバーゲン

大食品まつり

秋のファッションウイッグフェア/
アクセサリー＆

ジュエリーリフォームバーゲン

家庭用品スペシャルセール家庭用品スペシャルセール

秋の
スポーツフェスティバル

36th SHIBUYA
アンティーク バザール

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

アデランス
おためしフェア 「世界のミフネ」三船敏郎 映画デビュー 70周年記念展

第13回
福岡県の物産展

～開店35周年～
3日間限りの
ブランドバーゲン

～開店35周年～
宝飾・時計展／

インターナショナルブティック＆
インテリア家具フェア

春の特別セール
第2弾 紳士服・子供服

  Kバレエ カンパニー
「クレオパトラ」世界初演特別企画
  熊川哲也が創る全幕バレエの世界
 ～衣裳で辿る全12作品～

いけばな龍生展 2017

食品ギフトセット処分＆食品大特価市

〈東京西川〉寝具大市

〈東京西川〉寝具大市＆
シモンズベッドフェア

　   　　　カード会員さま限定
　秋の特別セール　

たまプラ新春感謝祭

〈銀座マギー〉夏物底値市

〈銀座マギー〉バーゲン

第29回
福島物産展

〈東京西川〉寝具大市＆
ホームバーゲン

武蔵野ボロ市

諸国名店とうまいもの大会

第21回 
世界の中古カメラフェア 〈ワコール〉ビッグバザール

婦人靴・ハンドバッグ
バーゲン 〈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」

よみうりカルチャー
手工芸フェア

kjhgh vsv て

武蔵野ボロ市

紳士服EOセール 

紳士服EOセール 

婦人ブランドバーゲン

ミニ
クラフト展

錦裳会

金の世界展

いけばな龍生展 
2017

特選
ブランド
バーゲン

第5回 九州浪漫紀行 第1弾
〈福岡・大分・佐賀・長崎〉

第5回 九州浪漫紀行 第2弾
〈熊本・宮崎・鹿児島〉

第18回 名人たちの仕事展 〈トリンプ〉ビッグバーゲン第13回 なにわうまいもん市 第20回 北海道物産展
～秋の実り収穫祭～

たまプラ秋の「いい値」市 開店35周年記念
北海道物産展

開店35周年記念
〈オンワード〉セール

〈東京西川〉寝具大市＆
ホームバーゲン 九州物産展 第2回 横浜元町セレクション〈ワコール〉ビッグバザール

第6回 山形県の観光と物産展 第32回 日本の職人展 秋の北海道展

お得意様
ご招待セール 〈ワコール〉ビッグバザール

婦人服バーゲン
〈東京ますいわ屋〉大きもの展

　   　　　　　  カード会員
秋の特別ご招待セール　

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

［東急本店開店50周年記念 営業時間延長のご案内］9月1日（金）～12月16日（土）の毎週金・土曜日、及び、9月10日（日）・
11日（月）、12月22日（金）～25日（月） 2～6階・8階（レストラン、美容室 シルクハウス除く）・屋上は19時30分まで営業。

Kバレエ カンパニー「クレオパトラ」世界初演特別企画

熊川哲也が創る全幕バレエの世界
～衣裳で辿る全12作品～ 
9月14日（木）～20日（水）

［9月15日（金）・16日（土）は19時30分まで、最終日は17時閉場］
3階 イベントサロン
入場無料

熊川版全幕バレエ12作品目となる話題作「クレオ
パトラ」の世界初演を記念した特別展。この16年
間に生みだされた熊川版全幕バレエ全作品の世
界を、美意識が息づく衣裳をとおして振り返りま
す。その華麗な軌跡を、そして最新作「クレオパトラ」
への変遷をぜひ、体感してください。

● 吉祥寺店 営業時間：10時～20時 

みちのくの風土と歴史が育んだ、郷土の味と技をご披露。
第6回 山形県の観光と物産展
9月7日（木）～13日（水）［最終日は17時閉場］
8階 催物場

山形県産のそば粉で打った
コシが自慢の板そばや、名
物のいも煮など、ふるさと
の美味が勢揃い。さらに、
伝統が息づく工芸品もご
紹介します。

東根市〈明烏（あけがらす）〉
板そば

（1人前、180g）810円

● 渋谷駅・東横店　営業時間：10時～21時

九州各県の味と技を、2週続けてご紹介。
第5回 九州浪漫紀行 第1弾［福岡・大分・佐賀・長崎］ 
9月7日（木）～12日（火）［最終日は18時閉場］
西館8階 催物場

福岡で評判の〈博多麺屋台 た組〉が初出店。
3種類の異なる部位の骨を使ったまろやか
なスープにストレートな細麺が絶妙に絡み
ます。その他にも大分の海鮮弁当や長崎の
鯨カツ、佐賀の鶏めしおにぎりなど、九州4
県の美味が多彩に揃います。

第5回 九州浪漫紀行
第2弾［熊本・宮崎・鹿児島］
9月14日（木）～19日（火）［最終日は18時閉場］

● たまプラーザ店　営業時間：10時～20時

たまプラーザ店 開店35周年を記念した限定品もお見逃しなく！

北海道物産展
9月13日（水）～20日（水）［最終日は18時閉場］
3階 催物場

初出店〈コクミンショクドウ〉がイート
インコーナーにて、たまプラーザ店35
周 年 記 念 限 定ラーメンをご用 意。

〈川島旅 館 〉のバターフィールドや、
〈札幌パークホテル〉のダブルチーズ
ケーキなど、見逃せないおいしさが盛
りだくさんの8日間です。

〈コクミンショクドウ〉
どさんこ辛味噌バターコーンラーメン

（1杯）1,188円〈各日50杯限り〉

『ドン・キホーテ』より ©Hidemi Seto

〈博多麺屋台 た組〉
スペシャルラーメン（1杯）950円

初出店    イートイン　35TH記念限定



4 5

会員さま特別検診プラン。ヘルスケア
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線直接撮影
 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
レディス検診

「健康に自信が持てない」「しばらく健康診断を
受けていない」そんな方 の々ために、会員さまだ
けの特別料金でご用意しています。
健診日：2017年9月16日（土）～30日（土）

［日曜・祝日を除く］
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。
健診料は全額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［日・祝祭日除く］
お申込み締切日：2017年9月2日（土）
お申込み・お問合せ：TEL.0422-47-8811〈直通〉

TFC会員さまだけのご優待インフォメーション

選りすぐりのお店を、TFC会員さまに。

味を訪ねて

特製 鮨懐石

前菜 三品
お造り
温鉢
握り 十貫
お椀
デザート

正統派江戸前鮨 銀座 鰤
し

門
も ん

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：9月1日（金）
9月18日（月・祝）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

素材と技が生きる江戸前鮨を、銀座の名店で。
選びぬかれた旬の素材に、江戸
前ならではの贅を尽くした鮨懐
石をご用意いたします。鰤門がめ
ざすものは、伝統に基づいた正
統の味覚です。素材一つひとつ
が持つ本質的な旨味を最大限ひ
きだし、味わい豊かな鮨に仕立
てます。野の旬菜や海の珍味と
ともにご堪能ください。

● 会食日時：9月28日（木）11時30分〜13時15分
会場：銀座 鰤門（しもん） 
東京都中央区銀座5-5-13 坂口ビル６階　東京メトロ「銀座駅」から徒歩2分
会費：お一人様10,000円（税・サ料込） ※カウンター席のみ
募集人員：20名様
※11時30分以降、ご参集次第の開始となります。※都合により、13時15分終了とさせていた
だきます。 ※カウンター席のみとなります。（お席は選べません）

お申込みは
各店TFCカウンターへ

※写真はイメージです。

ステイ 秋山を楽しむなら白馬へ行こう。

白馬東急ホテル
『白馬満喫トレッキングチケット付きプラン』

尾根道から望む白馬三山、五竜岳、鹿島槍ヶ岳に感動するアルペンライン！ 八方池
の水面に映し出される白馬三山もまた神秘的です。白馬東急ホテルの夕朝食付の
ご宿泊に、八方アルペンライントレッキングチケットが付いたお得なプランです。白馬
五竜高山植物園ゴンドラチケット付きプランもお選びいただけます。
● ご予約・お問合せ：白馬東急ホテル TEL.0261-72-3001〈代表〉
長野県北安曇郡白馬村大字北城4688
※ご予約の際は「TFC会員」とお申しつけいただき、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：8月16日（水）～10月29日（日）［除外日：10月7日（土）・8日（日）］
料金：お一人様1泊夕朝食付（サービス料・消費税込・入湯税150円別）

 日程  ２名様1室 3名様1室
 9月1日（金）～14日（木） 平休日 18,000円 16,500円
  休前日 21,000円 19,500円
 8月27日（日）～31日（木） 

平休日 21,000円 19,500円
 9月15日（金）～10月6日（金） 休前日 27,000円 23,500円
 10月9日(月・祝)～29日（日） 
 8月16日（水）～26日（土） 全日 27,000円 23,500円
※お子様料金はお問合せくだい。

部屋タイプ：スタンダードツイン（30～34㎡）
食事：ご朝食／和洋ブッフェ（お日にちにより、セットメニューとなる場合がございます）
ご夕食／和食・洋食からお選びいただけます。 ※ご夕食のご利用は予約制（1部 17時30分から、
2部 19時45分から）となっております。宿泊ご予約時にご利用時間をお知らせください。

ショートトラベル ×東急電鉄コラボレーション企画！

増上寺＆池上本門寺 
僧侶の境内特別案内とご朱印付バスツアー
～二子玉川エクセルホテル東急のフレンチランチ付～
二子玉川エクセルホテル東急の30階の眺望を
楽しみながら、フレンチランチをご堪能くださ
い。その後、２つの本山を巡り、ご朱印を戴き
ます。池上本門寺の五重塔や多宝塔へ特別に
ご案内。増上寺では、徳川将軍家墓所や宝物
展示室の特別拝観をご案内いたします。

●開催日：9月25日（月）

　　　　　　　 【スケジュール】

東京駅出発［11時］
⇒二子玉川エクセルホテル東急にてご昼食
⇒池上本門寺（特別案内・ご朱印付）
⇒増上寺（特別案内・ご朱印付）
⇒東京駅到着後、解散［17時30分頃］

参加費：お一人様 10,980円〈ご朱印帳付き〉（税込）
　　　　　　　   10,480円〈ご朱印帳なし〉（税込）
※参加費には、お食事代・ご朱印帳（ご朱印代）・境内ガイド
代・バス代（添乗員付）が含まれます。

最小催行人員：30名様

※「TFC お買物カード」はご利用いただけません。

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【2028-10428】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
（手数料はかかりません）。

開催5日前から3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〉開催日3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

お申込み・お問合せ：ポケカルお客様センター

池上本門寺

増上寺

※写真はイメージです。

アミューズ・スープ・メインディッシュ・デザートのフレンチランチ
をご用意しました。

ホテルロビーエントランス

※写真はイメージです。

思わず欲しくなる、贈りたくなる！
旬の詰まったデイリー雑貨ストア。

m ! k k e〈ミッケ〉 東急プラザ蒲田店

世代を超えて愛される、絵本などのキャラクターコーナーが誕生。一
押しのキャラクターグッズを絵本と一緒にご紹介いたします。さら
に、シーズン性を映したファッション雑貨、アクセサリーからベビー＆
キッズ雑貨、プチギフトに喜ばれるフードまで、多彩な品揃えです。

〒144ー0051 東京都大田区西蒲田7ー69ー1 東急プラザ蒲田2階
営業時間 10時～21時　www.tokyu-dept.co.jp/mikke

9月1日（金） リニューアルオープン！

〜絵本と雑貨〜 期間限定で変わる!!キャラクターコーナー
第1弾〈バムとケロ〉フェア

9月1日（金）～30日（土）

人気絵本「バムとケロ」シリーズより主人公のイヌ
「バム」と、カエルの「ケロ」をはじめとした愉快な
仲間たちの物語。

〈インココ〉フェア
9月1日（金）～14日（木）

爪に貼るだけでマニキュ
アができるネイルシート。
デザインを豊富にご紹介
いたします。

〈松野グラスビーズ〉
アクセサリーフェア
9月1日（金）～14日（木）

〈松野グラスビーズ〉の美しさ
を生かして作られたアクセサ
リーをお手軽な価格でご紹介。

♦「TFC お買物カード」がご利用いただけます。

8月31日（木）まで改装工事の為休業

期間限定販売

© OBI

本誌をご持参のうえ、ご来店の先着300名様に
「アニマルキッチンスポンジ」を1点さしあげます。 

※品切れの際にはご容赦ください。 ※デザインはお選びいただけません。

リニューアル記念ご来店プレゼント
9月1日（金）～10日（日）

プレゼントお引換

※イメージです。

お申込みに際してのお願い
♦アレルギー等によりお召し上がりになれないものがございましたら、お申込み
の際、忘れずにお申し出ください。
♦追加のご注文や酒類は、当日個別のお会計とさせていただきます。
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上記ご案内のチケットは、一部をのぞき、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。

でのチケット購入方法

店頭販売

いま話題の歌舞伎・ステージ・ミュージカルのご案内です。チケット
● 歌舞伎座 （東銀座駅）

十月大歌舞伎
昼の部：10月3日（火）・15日（日）各日11時開演
夜の部：10月9日（月・祝）・20日（金）各日16時30分開演
出演：尾上菊五郎 坂東玉三郎 中村鴈治郎 中村芝翫 尾上菊之助 中村勘九郎 中村七之助
　　　　    発売日：8月28日（月）
1等席（1階・2階）TFC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］

● 国立劇場 （半蔵門駅）

10月歌舞伎公演 通し狂言 「霊験亀山鉾－亀山の仇討－」 
10月21日（土）・23日（月）・25日（水）・26日（木）各日12時30分開演
この秋、国立劇場に“悪の華”が咲き誇る！
本作は、悪の敵の「返り討ち」を描いた異色の物語です。次 と々返り討ちに
する主人公・藤田水右衛門の徹底した冷血漢ぶりが本作最大のみどころ。
5年ぶりに国立劇場出演の片岡仁左衛門が、水右衛門と謎の男・八郎兵衛
の二役で、当たり役にさらに磨きをかけます。
出演：片岡仁左衛門 他
　　　　   発売日：8月31日（木）
会員特別料金：1等A席（1階・2階）TFC会員価格（一般販売価格9,800円）［各日とも8枚限り、お席は選べません］

● 新橋演舞場 （東銀座駅）

スーパー歌舞伎Ⅱ「ワンピース」 

日本全国で20万人を動員した歌舞伎が新橋演舞場
に帰ってくる!!「劇場」という大海原に飛び出し、「こん
な歌舞伎見たことない！」と大評判になったルフィと
麦わらの一味の新たな冒険を今度こそお見逃しなく!!

昼の部：10月10日（火）・19日（木） 各日11時開演
夜の部：10月8日（日）・16日（月）
　　　 各日16時30分開演
会員特別料金：［昼の部］1等席（1階・2階）TFC会員価格
　　　　　　 ［夜の部］1等席（1階・2階）TFC会員価格

（一般販売価格16,500円）［各日とも10枚限り］
※3歳以下のお子様はご入場いただけません。

　　　　   発売日：8月28日（月）

昼の部：スーパー歌舞伎II『ワンピース』 
特別マチネ「麦わらの挑戦」［昼の部のみ］

若手を抜擢した特別マチネ「麦わらの挑戦」公演。猿之助が演じる
ルフィとハンコックの2役を尾上右近が演じ、 シャンクスを猿之助
が演じるという特別バージョン。

昼の部：11月9日（木）・20日（月）各日11時開演
夜の部：11月16日（木）・18日（土）各日16時30分開演
会員特別料金：［昼の部］1等席（1階・2階）TFC会員価格（一般販売価格14,500円）

　　　　  ［夜の部］1等席（1階・2階）TFC会員価格（一般販売価格16,500円）
［各日とも10枚限り］※3歳以下のお子様はご入場いただけません。

　　　　   発売日：9月20日（水）

11月歌舞伎公演 「坂崎出羽守」「沓掛時次郎」 
11月20日（月）・21日（火）・22日（水）・ 25日（土）各日12時開演
男の意地と悲哀を描いた傑作新歌舞伎
徳川家康の孫・千姫を得ようとして破滅する武将・坂崎出羽守成政の悲劇を描く「坂崎出羽守」
と、映画や時代劇でもお馴染みの傑作「沓掛時次郎」の二本立てで上演します。いずれの作
品も歌舞伎で上演するのは数十年ぶりとなります。この機会をお見逃しなく！

出演：中村梅玉、尾上松緑、中村魁春 他
　　　　   発売日：9月21日（木）
会員特別料金：1等A席（1階・2階）TFC会員価格

（一般販売価格9,800円）
［各日とも8枚限り、お席は選べません］

吉例顔見世大歌舞伎
昼の部：11月3日（金・祝）・14日（火）各日11時開演予定
夜の部：11月15日（水）・24日（金）各日16時30分開演予定
　　　　    発売日：9月28日（木）
1等席（1階・2階）TFC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

名作に出会った日、あの時の感動がよみがえる！チケット
チケットのお申込みは、電話受付にて承ります。電話受付

● 東京国際フォーラム ホールC（有楽町駅）

『４Stars 2017』
12月21日（木）・26日（火）各日14時開演 
12月23日（土・祝）17時30分開演 
12月24日（日）12時30分開演

これが、世界クオリティ。2013年、驚異の歌声に奮
えた、あの感動が再び！世界のトップで主演を務め
るスターが集結！いまこの瞬間！この舞台でしか実
現しえない「4スターズ」が驚異の歌声でブロード
ウェイ、ウエストエンドのみならずウィーン、フラン
スなど世界のミュージカルを旅するショー！

出演及び代表作：
パティーナ・ミラー：『天使にラブソングを』『ピピン』
ラミン・カリムルー：『レ・ミゼラブル』『オペラ座の怪人』
シエラ・ボーゲス：『リトル・マーメイド』『オペラ座の怪人』
城田優：『エリザベート』『ロミオ＆ジュリエット』

（アルファベット順）

　　　　　   S席12,500円（定価） ［各日とも10枚限り］電話受付

左記公演は電話受付にて承ります。

■お申込み受付期間：8月31日（木）10時から
9月4日（月）23時59分まで 
※予定枚数終了の場合は締め切りとさせていただきます。

■お申込み：〈梅田芸術劇場 〉
TEL.0570-02-9930 
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。

①上記番号にお電話の上、音声ガイダンスにしたがってご
予約ください。
②チケット引取りに必要な予約番号が伝えられます

（必ずメモにお控えください）。

③期限内にセブン-イレブン、サークルK・サンクス、ぴあ店舗
にて予約番号をお申し出の上ご購入、お受け取りください。
発券手数料はかかりません。
※お席位置の指定はできません。 ※未就学児童の入場はお控えください。
※お申込み後のキャンセル・変更は出来ません。 ※諸事情により海外の
出演者の一部が変更される場合があります。予めご了承ください。

© 尾田栄一郎 / 集英社

10月公演 11月公演

● 帝国劇場 （日比谷駅・有楽町駅）

ユーミン×帝劇vol.3 朝陽の中で微笑んで 
12月6日（水）14時30分開演
12月12日（火）19時開演
12月17日（日）17時開演
あなたの想像力を無限に解き放つ、ユーミンと演劇の新しい
コラボレーション。その3作目は、時を超えた純愛物語。

脚本・演出：松任谷正隆
出演：松任谷由実、寺脇康文、宮澤佐江 他
本店のみの販売となります。

　　　　   発売日：8月30日（水）
会員特別料金：S席（1階・2階）TFC会員価格

（一般販売価格13,000円） ［各日とも6枚限り］

※2枚以上ご購入の際は、お席が離れる場合がございます。
※未就学児のご入場はできません。※やむをえない事情に
より、出演者などが変更になる場合がございます。※ご購入
いただいたチケットの払戻し、変更はできません。

● 日生劇場 （日比谷駅）

日本初演50周年記念
ミュージカル 屋根の上のヴァイオリン弾き 
12月6日（水）・15日（金）・18日（月）各日13時開演
12月9日（土）12時開演

親から子へ、子から孫へと受け継がれる愛と旅立ちの物語。

出演：市村正親、鳳蘭、実咲凜音、神田沙也加、唯月ふうか 他

　　　　   発売日：9月14日（木）
会員特別料金：S席（1階・中2階・2階）TFC会員価格

（一般販売価格13,000円）［各日とも10枚限り］

※2枚以上ご購入の際は、お席が離れる場合がございます。
※未就学児のご入場はできません。※やむをえない事情によ
り、出演者などが変更になる場合がございます。※ご購入い
ただいたチケットの払戻し、変更はできません。

店頭販売

店頭販売
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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 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9月 2016年10月

	 お積立最終期日 2017年8月31日（木） 2017年9月30日（土）

 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 2017年3月 2017年4月

	 お積立最終期日 2017年8月31日（木） 2017年9月30日（土）

▶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。

ブロードウェイ・ミュージカル

天使にラブ・ソングを… （シスター・アクト）
2015年初来日の時は連日ソールドアウトだった、大ヒット映画「天使にラブソングを…」の
ミュージカルが再来日。映画の主演女優ウーピー・ゴールドバーグがオリジナルプロデュース、

『美女と野獣』などディズニー作品を数多く手がけたアラン・メンケン書き下ろしの楽曲で
ハッピーなミュージカル。映画公開25周年を記念したこの公演、見逃せません。

ミュージカルの名曲とダンスでエンターテイメントを作り
上げる、東急シアターオーブのオリジナル企画。今回は
ブロードウェイで活躍中のマーク・スチュアートを演出・
振付に招き、ミュージカルで活躍する４人のシンガーを
中心に、これまで以上にショーアップしたコンサートに！

2つの東急シアターオーブ5周年記念公演をご紹介します。［渋谷ヒカリエ11階］（渋谷駅）

10月28日（土）	・11月11日（土）各日12時30分開演　
11月1日（水）	・2日（木）・7日（火）各日13時開演
11月9日（木）19時開演
会員特別料金   S席 10,000円（一般販売価格 12,000円）［各日とも6枚限り］

   特 典　  特製チケットホルダー〈非売品〉プレゼント（チケット1枚につき1枚）
※生演奏／英語上演／日本語字幕あり　※未就学児入場不可　

10月7日（土）	18時開演
10月8日（日）・9日（月・祝）各日14時開演
演出・振付：マーク・スチュアート
出演：アール・カーペンター、シボーン・ディロン、
ウィレマイン・フェルカイック、エリック・クーンジー 
ゲスト：中川晃教（10月7日）、石井一孝（10月8日）、龍 真咲（10月9日）

【予定演奏作品】
◇フォッシー ◇オン・ザ・タウン ◇エニシング・ゴーズ 
◇スウィング！ ◇スウィート・チャリティ ◇サンセット大通り 他

会員特別料金 S席 9,000円（一般販売価格 10,000円）
［各日とも10枚限り］ ※生演奏　※未就学児入場不可

■ お申込み受付期間：8月29日（火）～31日（木） ※ただし、満席になり次第終了いたします。

■ 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］
　　※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、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。

天使にラブ・ソングを…
ソング＆ダンス・オブ・ブロードウェイ
両公演共通

お
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み
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Bunkamura ザ・ミュージアム（渋谷駅）

オットー・ネーベル展  シャガール、カンディンスキー、クレーの時代

オットー・ネーベルの知られざる画業を紹介する日本初の回顧
展です。1920年代にバウハウスでカンディンスキーやクレー
と出会い、さまざまな画風を実験的に取り入れながら独自
の様式を確立していったネーベルの創作過程に迫ります。

開催期間：10月7日（土）	〜12月17日（日）
［10月17日（火）・11月14日（火）のみ休館］
開館時間：10時～18時［毎週金・土曜日は21時まで］
※入館は各閉館の30分前まで

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10月6日（金）までの販売。

■ 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）

前回公演『シネマ・ミュージカル・コンサート』より／ Photo：下坂敦俊

オットー・ネーベル《明るい黄色の出来事》1937 年、
油彩・キャンヴァス、オットー・ネーベル財団

©JOAN MARCUS


