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観劇ペアチケットやホテル・レストランの
ご招待券、 人気の伊豆ペア温泉宿泊券を
ご用意しました。

プレゼント ●プレゼント応募方法
締め切り：2018年1月6日（土） 消印有効
郵便はがきに、ご希望の賞品コース名・TFC会員番号・氏名をご記入のうえ、
下記までご応募ください。抽選でプレゼントいたします。
宛先：〒150-8019 東京都渋谷区道玄坂2-24-1

   東急ファミリークラブ事務局プレゼント係
※お一人様で何通でもご応募いただけますが、1つのコースにつき1枚まで、複数のコースへの当選
はございません。あらかじめご了承ください。※発表は、1月下旬の賞品の発送をもって代えさせ
ていただきます。※抽選結果のお問い合わせにはお答えできませんので、あらかじめご了承くださ
い。※お寄せいただいた個人情報は、抽選と発送に限り使用いたします。

浴場

渋谷エクセルホテル東急
日本料理「旬彩」

ペアご宿泊券 （1泊朝食付）各2組4名様

有効期間：2018年2月1日（木）～ 4月30日（月・振休）
［   のみ2月1日（木）～5月31日（木）］

※宿泊招待券は、ご利用除外日を設定させていただ
く場合がございます。ホテルまでの交通費は、お客さ
まにご負担いただきます。

ペアランチ券  各2組4名様

有効期間：2018年2月1日（木）～3月31日（土）

下田東急ホテルA-1
 コース

B-1
 コース

Cコース

A-4コース

白馬東急ホテルA-3
 コース

伊豆今井浜
東急ホテル

A-4
 コース

京都東急ホテルA-2
 コース

旬彩弁当

料理はイメージです

つるや吉祥亭

伊豆ペア温泉宿泊券 （1泊2食付） 2組4名様

有効期間：2018年6月30日（土）まで
［満室日を除く］

京都東急ホテル

お
年
玉

※写真はイメージです

※宿泊招待券は、ご利用除外日を設定させていただく場合がござ
います。ホテルまでの交通費は、お客さまにご負担いただきます。

赤坂エクセルホテル東急
赤坂スクエアダイニング

B-2
 コース

※レストラン招待券は、ご利用除外日を設定させて
いただく場合がございます。ホテルまでの交通費
は、お客さまにご負担いただきます。

4月15日（日）12時開演
会場：東急シアターオーブ（渋谷駅）

ミュージカル 

メリー・ポピンズ

思わず口ずさみたくなる名曲の数々、心温まる家族の物語。
こんな世代を超えたミュージカルが観たかった！ 待望の
日本人キャストによる日本公演が遂に実現‼めったに観る
ことのできない特別な機会にTFC会員さま（5組10名様）を
ご招待いたします。
※応募方法・締め切りは、上記「プレゼント応募方法」をご参照ください。
抽選結果のお問い合わせにはお答えできませんので、あらかじめご了承く
ださい。発表は、1月下旬の賞品の発送をもって代えさせていただきます。

ぺアでご招待 抽選でS席5組10名様

2018年4月、メリー・ポピンズが
あなたを夢の世界へ誘う

■ 公演に関するお問い合わせは
〈ホリプロチケットセンター〉03-3490-4949まで。 
※4歳以上入場可。ただし、膝上での観劇およびバルコニー席での観劇不可。
※やむを得ない事情で出演者等変更になる場合がございます。
※チケットの転売、払い戻し、変更はできません。

 S
コース

CAST	メリー・ポピンズ		濱田めぐみ©	Disney	/	CML
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東急百貨店 年末・年始営休業、催物のご案内。

  12月30日（土） 12月31日（日） 1月1日（月・祝 ）  1月2日（火） 1月3日（水）

	 渋谷・本店 通常営業 
10時〜18時 注1・注3 休業 通常営業 通常営業

 TEL.03-3477-3111〈本店・東横店代表〉 10時〜19時 注4   10時〜19時 注4  10時〜19時 注4

 渋谷駅・東横店 通常営業 
10時〜18時 注1・注5 休業 10時〜20時 通常営業  

 TEL.03-3477-3111〈東横店・本店代表〉 10時〜21時    10時〜21時

 渋谷ヒカリエShinQs〈シンクス〉 通常営業 
10時〜18時 注5 休業 10時〜20時 通常営業 

	 TEL.03-3461-1090〈代表〉 10時〜21時    10時〜21時

 HINKA	RINKA〈ヒンカ	リンカ〉銀座 通常営業 
11時〜18時  休業 10時〜20時 通常営業 

	 TEL.03-3572-0050〈代表〉 11時〜21時    11時〜21時

 吉祥寺店 通常営業 
10時〜18時 注1・注3 休業 通常営業 通常営業

 TEL.0422-21-5111〈代表〉 10時〜20時 注1   10時〜20時 10時〜20時

 たまプラーザ店 通常営業 
10時〜19時 注1 休業 通常営業 通常営業

 TEL.045-903-2211〈代表〉 10時〜20時 注1   10時〜20時 10時〜20時

	 町田東急ツインズ	 通常営業 
10時〜19時 注2 休業 10時〜20時 通常営業

 TEL.042-728-2111〈代表〉 10時〜21時    10時〜21時

	 日吉東急アベニュー	 通常営業 
10時〜19時 注1 休業 10時〜19時 通常営業

 TEL.045-560-1511〈代表〉 10時〜21時 注1    10時〜21時

	 二子玉川東急フードショー	 通常営業 
10時〜19時 休業 通常営業 通常営業

 TEL.03-6805-7111〈代表〉 10時〜21時   10時〜21時 10時〜21時

	 レ・シ・ピ青葉台		 9時〜21時
 

9時〜19時 休業 10時〜19時 通常営業
	 TEL.045-985-8030〈代表〉 	    10時〜21時

	 武蔵小杉	東急フードショースライス	 通常営業 
10時〜19時 休業 通常営業 通常営業 	 	TEL.044-733-5517	 10時〜21時   10時〜21時 10時〜21時

※赤文字部分が通常営業と異なります。

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  
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 水 1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 3/1 2 3 
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 2月

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〉

     

 
  

   
      
   
   

      
 

 

和風総本家
～ニッポンの
職人展～

   

 
 

 

第33回 日本の職人展

〈たんす屋〉新春大きものリサイクル市

伊勢志摩パールフェア

SHIBUYA ショコラスクランブル

深雪アートフラワー展

〈東京西川〉寝具大市

婦人服・ファッション雑貨バーゲン

第40回 日本の職人展家具・ベッド＆インテリアバーゲン

大食品まつり

婦人服飾雑貨バーゲン

第8回 富山県の物産と観光展

福岡物産展

 

〈銀座花菱〉ラストクリアランス

 紳士服イージーオーダー ミニクラフト展＆
ワークショップ

食品ギフトセット
処分セール＆
食品大特価市

〈東京西川〉寝具大市＆
フランスベッドセール

   

第36回 秋田物産展

心奏でる筆
金澤 翔子展

〈京都西川〉
冬の寝具市
同時開催 

バス・トイレタリー
セール

ハワイの手工芸 リボンレイフェア

第19回 全国掘出しきもの大市 第27回 島根物産展

猫のクラフトと雑貨展

第43回 大九州展

ジュエリー
スペシャルセール＆

ウオッチ
セレクション

よみうりカルチャー
手工芸フェア休

休

休

休

休

  

第二弾
婦人服・雑貨 
大特価市

〈東京西川〉寝具大市＆
〈シモンズ〉ベッドバーゲン
［同時開催］東京ますいわ屋・呉服大市

婦人ファッション＆
雑貨バーゲン

伊太利屋セール  

寝具＆ベッド
キッチンバーゲン

婦人フォーマルウエアバーゲン

〈ますいわ屋〉呉服大市

双裳会

第一弾
TCQ会員様限定
婦人服服飾雑貨
３days

ブランドバーゲン

KICHIJOJI バレンタインセレクション

第30回
福島物産展

第26回
吉祥寺
手づくり村

美味お取り寄せ
人気店と名店の味

武蔵野アウトレット京都・大阪味巡り

新春 うまいものフェア

食品お買得セール

東急百貨店催物場のご案内   ※ は休業日。※ 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。休

注1 食品売場は、9時から営業いたします。 注2 食品売場は、9時30分から営業いたします。 注3 食品売場および1階、マルゼン＆ジュンク堂書店は、18時30分まで営業いたします。 
注4 食品売場および1階は、20時まで営業いたします。注5 食品売場は、18時30分まで営業いたします。 ※レストラン街の営業時間は直接各店にお問合せください。

東急百貨店各店 
年末・年始 営業時間のご案内 2017年 2018年

1月2日（火） あさ10時スタート

1月 日（火） さ 時スター

月2 （ ）～ 0日 水
1月 日 火） ）

● 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

青空個展

ミニクラフト展＆ワークショップ
～春を感じて～ 
2018年1月15日（月）・16日（火）
※16日（火）は17時閉場
3階 イベントサロン

クラフト作家が「春」をテーマに
作成した作品を展示即売いた
します。また、ワークショップも
同時開催。一足早い春を感じて
ください。

● 吉祥寺店 営業時間：10時～20時 

受け継がれる匠の技、伝統のものづくり。
第33回 日本の職人展
2018年1月4日（木）～10日（水）［最終日は17時閉場］
8階 催物場

日本各地の職人が守り伝える工芸品や、暮らしを支
える道具。実用的に進化しながら、こだわりの素材
や伝承の技が息づく名品の数々 を、実演を交えなが
らご紹介します。

● 渋谷駅・東横店 営業時間：10時～21時

第27回 島根物産展
2018年1月18日（木）～23日（火）［最終日は18時閉場］
西館8階 催物場

「ご縁の国・しまね」を代表する松江・出雲を
中心に、豊かな山海の幸をご紹介します。
今回は〈松江地ビール ビアへるん〉が初出
店し、生ビールをご提供。イートインコーナー
には〈奥出雲 そば処 一福〉が出店、その場で
手打ちする割子そばもお楽しみ。名産品が
当たる「おみくじ抽選会」も開催します。

● たまプラーザ店 営業時間：10時～20時

快適な暮らしのためのお買い得品を満載。

家具・ベッド＆インテリアバーゲン
2018年1月2日（火）～9日（火）［最終日は17時閉場］
3階 催物場

リビング・ダイニングセット、小物家具
からソファやベッド、イタリア家具まで。
お部屋にあわせたお買い得品が多彩
に揃います。

〈奥出雲 そば処 一福〉
天麩羅割子そば （1人前）1,296円

ダイニング5点セット
（レッドオーク、テーブル：W140×D110×H70cm／
チェア：W46×D58×H83〈SH43〉cm／
ベンチ：W120×D45×H43〈SH43〉cm）
282,960円

東京都〈松本悟朗商店〉
手植えヘアブラシ

（黒檀、猪毛、約22cm）30,240円

※前回青空個展作品。
写真はイメージです。
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TFC会員さまだけのご優待インフォメーション

赤坂 エクセルホテル東急
「赤坂スクエアダイニング」

流れるようなS字カウンターに並ぶ季節の素材を使った料理の数々 。ディナータイム
ではお寿司や鉄板焼などをスタッフが目の前で調理。キッチンの臨場感とできたて
の味がお楽しみいただけます。女性に人気のフルーツやスイーツも充実しています。
TFC会員さまへ、人気のブッフェ料理をご優待料金でご案内いたします。
● ご予約・お問い合わせ：赤坂エクセルホテル東急 3階「赤坂スクエアダイニング」

 TEL.03-3580-2331〈直通〉 東京都千代田区永田町2-14-3
※ご予約の際は「TFC会員」とお申しつけいただき、「ランチブッフェ」か「ディナーブッフェ」のいずれかをお伝えください。

ご優待期間：2月1日（木）～3月31日（土）［要予約］
料金：お一人様（サービス料・消費税込）

 コース   優待料金 通常料金
  平日 大人 2,200円 2,800円
 ランチブッフェ 

土日・祝日
 大人 3,200円 3,800円

   グランエイジ 3,200円 3,300円
 

ディナーブッフェ
 

全日
 大人 5,000円 5,800円

   グランエイジ 5,000円 5,300円
ランチブッフェ（90分・2部制）【1部】11時30分～13時 【2部】13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。

※写真はイメージです

ルネッサ赤沢ルネッサ赤沢

早春特別企画
ルネッサお花見プラン 
早春のお花の季節がやってきます。春を先取りして、自然豊かな伊豆に遊びに来ません
か。ルネッサの温泉と海の幸もお楽しみください。
● ご予約・お問い合わせ  ルネッサ予約センター TEL.0557-54-1215  営業時間：10時～19時
※ご予約の際は「TFC会員」とお申し出いただき、チェックイン時に「TFC会員証」をご提示ください。
※両施設とも、伊豆急行線伊豆高原駅から無料送迎バスがございます（到着時要連絡）。

元気な今だからこそ、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」そんな方々 のために、会員さまだ
けの特別料金でご用意しています。
健診日：2018年1月4日（木）～3月31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お買い物カード」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
し込みの際には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。
お申し込み受付時間： 8時～16時45分［日・祝祭日除く］
お申し込み締切日：2018年2月10日（土）
お申し込み・お問い合わせ：TEL.0422-47-8811〈直通〉

● ご優待期間：2018年1月8日（月・祝）～4月27日（金）※必ず事前にお申し込みください。

［ご利用除外日：1月16日（火）～18日（木）（ルネッサ赤沢）、
1月23日（火）～25日（木）（ルネッサ城ヶ崎）］

料金：お一人様/1泊2食付（諸税別）
  平日・休日 土曜日
 2～5名様一室 （右記日程を除く）   2月11日（日・祝）

  8,700円 10,700円
※大人（大人料金）2名様からの受付となります。小学生は上記料金の70％（子供食）、幼児は50％（お子様ランチ）です。
※「TFC お買い物カード」はご利用いただけません。

食事：［夕食］レストランにて金目鯛付和食膳 
 ［朝食］レストランにて和洋バイキング（当日の予約状況により定食）

♦特典：① 平日・休日料金で宿泊できる、「お得な土曜日」を設定しました。
  ［1月13日・20日・27日、2月3日、4月14日・21日の計6日間］
  ②桜まんじゅうのお土産付（大人料金の方）。
  ③愛犬と泊まれるお部屋への振り替えができます［事前予約制］。

選りすぐりのお店を、TFC会員さまに。味を訪ねて

「鉄板焼コース 楓」メニュー
ウエルカムドリンク / アミューズ
海老、帆立貝が入ったシーフードのマリネ バジルの香り /
オニオングラタンスープ / 
鱈の昆布蒸し シャンパンクリームソース 芽キャベツを添え /
焼き野菜 / 国産牛サーロイン130gまたは国産牛フィレ100g
ガーリックライスまたは和風ピラフ
赤だし / 香のもの
アイスクリーム、シャーベットまたはクレームブリュレ
コーヒー
※仕入れの状況によって内容が変更になることもございますの
で、あらかじめご了承ください。

日本料理「水簾すいれん」（鉄板焼）

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：2018年1月2日（火）
2月1日（木）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 お買い物カード」がご利用いただけます。

●参加者募集

※写真はイメージです。

シックで優雅、メインダイニングで極上のひとときを。
「鉄板焼コース 楓」の厳選された食材の魅力を、シェフが腕によりをかけて引き
出します。そして、鉄板焼の料理を実際に目の前で調理いたします。その臨場感
と多彩な充実メニューは、目で見て音で聞いて舌で味わう、五感に響く料理です。
栄養バランスのとれた元気の出るメニューは、寒さも吹き飛ばします。お一人様
でも気の合うお仲間同士でも、もちろんご夫婦様でも。名ホテルの日本料理

「水簾」の個室カウンター席でご堪能ください。

● 会食日時：2月15日（木）・2月22日（木）［2日間］各日12時～14時
 会場：ザ・キャピトルホテル 東急 3階 
日本料理「水簾すいれん」（鉄板焼） 

東京都千代田区永田町2-10-3 
東京メトロ千代田線・丸の内線「国会議事堂前」駅、
南北線・銀座線「溜池山王駅」6番出口 地下直結
会費：お一人様10,000円（税・サ料込） 
募集人員：各日14名様 
※8名様用・6名様用の鉄板焼個室使用（カウンター席のみ） ※お部屋・お席は選べません。

お申し込みは
各店TFCカウンターへ

4

ステイ  & グルメ 伊豆の春を訪ねる旅とホテルブッフェの贅沢。
※「TFC お買い物カード」はご利用いただけません。
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いま話題の歌舞伎・ステージのご案内です。チケット
渋谷・本店、吉祥寺店 TFCカウンターで販売店頭販売

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 お買い物カード」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、売り切れの際
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

● 新橋演舞場 （東銀座駅）

江戸は燃えているか TOUCH AND GO
3月5日（月）18時開演
3月11日（日）・16日（金）各日12時開演
3月15日（木）17時開演

三谷幸喜が描く幕末群像喜劇！ ここに誕生！
歴史をつくった偉い人たちと歴史に名を残さな
かった庶民たちの可笑しくも愛おしい、江戸無血開
城をめぐる群像喜劇を三谷幸喜が書き下ろす最新
作、乞うご期待ください！ 2018年3月、新橋演舞場
史上、もっとも笑えるコメディが開幕します！
作・演出：三谷幸喜 出演：中村獅童、松岡昌宏、松岡茉優、高田聖子、藤本隆宏、田中圭 他

    発売日：1月18日（木）
1等席（1階・2階） TFC会員価格

［各日とも10枚限り、お席は選べません］

● 国立劇場（半蔵門駅）

3月歌舞伎公演 
3月18日（日）・22日（木）・24日（土）・26日（月）各日12時開演（予定）

歌舞伎は日本が世界に誇る舞台芸術！ 長い年月を経て洗練された芸が生み出す舞台
は、深い感動を与えます。豪華出演陣による珠玉の舞台にご期待ください。
※演目、出演者鋭意選定中

    発売日：1月29日（月）
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］

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い求めいただけます。

● Bunkamuraザ・ミュージアム（渋谷駅）

猪熊弦一郎展 猫たち
3月20日（火）～4月18日（水）会期中無休
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）］

猫好き画家の素敵な暮らし
猪熊弦一郎（1902～1993年）は、常に独自の境地を維持し、極めて個性的な作品群
を残した画家です。「いちどに1ダースの猫を飼っていた」ほどの無類の猫好きとして
知られ、私生活でも作品のモチーフとして猫は重要な存在でした。本展は、彼が愛し
た猫たちを描いた作品を堪能すると同時に、猪熊弦一郎の奥深い作品世界に触れる
機会になります。油彩・水彩・素描を中心に猫以外の主題の作品も加えた百数十点に
よって構成されています。猫好きの人も、そうでない人も心温まる展覧会です。

展覧会チケット

 猪熊弦一郎 《青い服》1949 年 油彩・カンヴァス
丸亀市猪熊弦一郎現代美術館蔵 ©The MIMOCA Foundation 

店頭販売

店頭販売

店頭販売

前売券は3月19日（月）までの販売。
前売料金 一 般：1,100円（当日1,300円）

大学・高校生：700円（当日900円）
中学・小学生：400円（当日600円）

〈前売りのみ〉缶バッジ付き（1,400円）
※早割チケットは1月5日（金）までの販売（900円）。
※開催期間中、当日券の販売も行っています。
お問い合わせ：TEL.03-5777-8600（ハローダイヤル）
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● 歌舞伎座 （東銀座駅）

歌舞伎座百三十年 襲名披露

二月大歌舞伎
昼の部：2月6日（火）・8日（木）各日11時開演
夜の部：2月21日（水）・23日（金）各日16時30分開演

    発売日：12月28日（木）
1等席（1階・2階） TFC会員価格

［各日とも16枚限り、お席は選べません］
［二月はお弁当は付きません］

● Bunkamuraオーチャードホール （渋谷駅）

N響オーチャード定期 2017－2018シリーズ第98回
2月3日（土）15時30分開演
N響メンバーによるロビーコンサート実施 （14時45分頃～15時頃）

広上淳一がオーチャード定期再登場
N響と厚い信頼関係で結ばれた広上淳一の熱いタクトで、ボヘミア情緒豊かで、美しい
旋律に満ちた、ドヴォルザークの交響曲第8番がお楽しみ。また、モーツァルト晩年の傑作、
クラリネット協奏曲では、ドイツの若き名手、セバスティアン・マンツが独奏を務めます。

指揮：広上淳一 クラリネット：セバスティアン・マンツ
曲目：モーツァルト：歌劇「フィガロの結婚」序曲

  モーツァルト：クラリネット協奏曲 イ長調K.622
  ドヴォルザーク：交響曲 第8番 ト長調 作品88

   
会員特別料金：
S席  TFC会員価格

（一般販売価格8,800円）

 

レナード・バーンスタイン生誕100周年記念
パーヴォ・ヤルヴィ＆N響

『ウエスト・サイド・ストーリー』〈演奏会形式〉

シンフォニー・コンサート版（原語上演・字幕付）

3月6日（火）15時開演
注目の若手アーティストが集結
ミュージカル界・オペラ界の若手実力派歌手陣と、
日本最高峰のオーケストラがバーンスタインに薫陶
を受けたパーヴォ・ヤルヴィの指揮で奏でる名曲の
数々。どうぞ、お聴き逃しなく。

指揮：パーヴォ・ヤルヴィ（NHK交響楽団首席指揮者）
出演：ジュリア・ブロック（マリア）、

  シャイアン・ジャクソン（トニー）、
  アマンダ・リン・ボトムス（アニタ）、
  ケリー・マークグラフ（ベルナルド）他

   
会員特別料金：S席  TFC会員価格

（一般販売価格15,000円）

三月大歌舞伎
昼の部：3月9日（金）・14日（水）各日11時開演
夜の部：3月17日（土）・23日（金）各日16時30分開演

    発売日：1月29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］

店頭販売

店頭販売

当公演の収益の一部と会場募金を東日本大震災復興支援として「公益財団法人みちのく未来基金」と「心の復興音楽基金」へ寄付させていただきます。 

● 東京ドーム（水道橋駅）

第17回 
東京国際キルトフェスティバル
～布と針と糸の祭典～
1月25日（木）～31日（水）
9時30分～18時［初日は11時開場、最終日は17時30分閉場］
※入場は閉場の30分前まで

会員特別料金1,800円（前売1,900円・当日2,100円）
※小学生以下は無料（ただし大人の付き添い必要） 
※1月24日（水）までの販売。
イベントについてのお問い合わせ：TEL.03-5800-9999

（東京ドームシティわくわくダイヤル）

テーブルウェア・フェスティバル2018
～暮らしを彩る器展～
2月4日（日）～12日（月・振休）
10時～19時［初日は11時開場］
※入場は閉場の1時間前まで

会員特別料金1,700円（前売1,800円・当日2,100円）
※小学生以下は無料（ただし大人の付き添い必要）
※2月2日（金）までの販売。
イベントについてのお問い合わせ：TEL.03-5800-9999

（東京ドームシティわくわくダイヤル）

電話受付

■お申し込み受付期間［2公演とも共通］1月9日（火）～11日（木）
■お申し込み：〈Bunkamuraチケットセンター〉

（受付期間中のみ）TEL.03-3477-9912 ［連日11時～17時30分］
※お申し込みの際「TFC会員」である旨、オペレーターにお申し出ください。 ※満席になり次第終了いたします。

上記2公演は
にて

承ります。

■ 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。

電話受付

電話受付

注目の演奏会・チャリティコンサートのご案内です。チケット
チケットのお申し込みは、電話受付にて承ります。電話受付

 ©Greg Sailor  ©Marco Borggreve  ©Julia Baier

松本幸四郎 改め 二代目 松本白 鸚
市川染五郎 改め 十代目 松本幸四郎	
松本金太郎 改め 八代目 市川染五郎



    

※お積み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。※毎月のお積み立ては、当月末日までにご入金願います。
※お積み立ての状況は、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。

●満期お引き換えの際は当日、以下の3点をご用意ください。
① 「お積み立て満期お引き換えご通知書」（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）

●継続してお積み立て（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。
あらかじめご了承ください。

●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 お引き換えのご案内
 1年積立コース 1月お引き換えの会員さま 2月お引き換えの会員さま

	 ご入会月 2017年1月 2017年2月

	 お積立最終期日 2017年12月31日（日） 2018年1月31日（水）

 半年積立コース 1月お引き換えの会員さま 2月お引き換えの会員さま

	 ご入会月 2017年7月 2017年8月

	 お積立最終期日 2017年12月31日（日） 2018年1月31日（水）

▶ご利用に際して ▶ご解約に際して

「お買い物カード」をご利用いただける東急百貨店の店舗・施設
は、満期お引き換えの際、東急ファミリークラブカウンターでお渡し
する「お買い物カードのご案内」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「お買い物カード（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。

 

 

   

 
 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

	 			 	 	




