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2019

●Bunkamuraオーチャードホール（渋谷駅）

TFC5-6号_東急ファミリークラブ優待チケットのご案内

●歌舞伎座（東銀座駅）

（歌舞伎座ギャラリー入場券付き）（お弁当付き［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］［昼の部16枚限り、夜の部15枚限り、お席は選べません］

店頭販売

昼の部：6月14日（金）・18日（火）［各日11時開演］

夜の部：6月20日（木）［16時30分開演］

発売日4月26日（金）
一等席（1階・2階）  

（歌舞伎座ギャラリー入場券付き）（お弁当付き［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 発売日5月29日（水）
一等席（1階・2階）  

六月大歌舞伎
演目：一、寿式三番叟／二、女車引／三、梶原平三誉石切／四、恋飛脚大和往来
出演者（予定）：白鸚、吉右衛門、仁左衛門、魁春、雀右衛門、孝太郎、幸四郎、猿之助、愛之助 他

演目：三谷かぶき 月光露針路日本「風雲児たち」※演目により出演者が異なります

七月大歌舞伎
昼の部：7月○日（○）・○日（○）［各日11時開演］　夜の部：7月○日（○）・○日（○）［各日16時30分開演］

上記公演は電話受付にて承ります。

■お申込み受付期間：受付期間５月１４日（火）～１６日（木） ■チケットのお引取りは、東急百貨店各店にて承ります。

■お問合せ・お申込み：〈Bunkamura チケットセンター〉 ［連日11時～17時30分］

※詳しくはオペレーターにご確認ください。

※お申し込みの際、「TFC会員」である旨必ずオペレーターにお申し付けください。 ※チケットはお一人様1枚必要です。

次世代のバレエ界を担う若き日本人ダンサーがオーチャードホール芸術
監督 熊川哲也のもと世界中から集結。熊川の磨き抜かれた審美眼で選ば
れたいま観るべき注目の若手ダンサーたちがカンパニーの枠を超え美技
を競います。その実力をぜひ劇場でお確かめください！

※熊川哲也は総合監修となり、作品には出演いたしません。※5歳以上入場可。ただし、お一人様1枚チケットが必
要です。※特別録音音源を使用致します。※追加出演者および演目は決定次第、Bunkamura HPで発表致します。
※出演者の病気や怪我等、やむを得ない事情で変更になる場合がございます。公演中止の場合を除き、演目や出演
者変更等に伴うチケットの払い戻しや変更はお受けできませんので、予めご了承ください。
※公演中止の場合の旅費、チケット送料等の補償は致しません。

東急ファミリークラブ会員さま専用ダイヤル TEL.03-3477-9912

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。

チケット購入方法
での店頭販売

※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。

■会員優待価格：S席 10,500円（一般価格11,500円）

●東急シアターオーブ 渋谷ヒカリエ11階（渋谷駅）

ブラスト！：ミュージック・オブ・ディズニー

■お問合せ・お申込み：
〈キョードー東京 チケットセンター〉TEL.0570-550-799

上記公演は電話受付にて承ります。

■お申込み受付期間：4月27日（土）～6月30日（日）まで

［平日11時～18時 土・日曜、祝日10時～18時］

※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。※TFCカードはご利用できません。

※お申し込みの際、「TFC会員」である旨必ずオペレーターにお申し付けください。※一部の携帯電話・PHS・インターネット電話からはご利用いただけません。
■システム手数料1件350円。別途チケット送料または発券手数料がかかります。

　　　　電話受付
TFCカードはご利用
できません。

　　　　電話受付
TFCカードはご利用
できません。

　　　　電話受付

■日程：

NEW「小さな火を灯せ（トリップ・ア・リトル・ライト・ファンタスティック）」（映画「メリー・ポピンズ リターンズ」より）
「ひとりぼっちの晩餐会」（『美女と野獣』より）
「サークル・オブ・ライフ」（『ライオン・キング』より）
「アンダー・ザ・シー」（『リトル・マーメイド』より）
「彼こそが海賊」（『パイレーツ・オブ・カリビアン』より）
「メイン・ストリート・エレクトリカル・パレード」 ほか

2019年「ブラスト！」とディズニー音楽の世界が帰ってくる！！

©Disney

■会員優待価格：S席 10,300円（一般価格10,800円）

熊川哲也オーチャードホール芸術監督 特別企画

■公演日程：７月２８日（日）［１３時開演］ ※5枚限り

近藤亜香（オーストラリア・バレエ団 プリンシパル）
中野吉章（ピッツバーグ・バレエ・シアター プリンシパル）
飯島望未（ヒューストン・バレエ団 プリンシバル） 
佐々晴香（スウェーデン王立バレエ団 ファースト・ソリスト） 
菅井円加（ハンブルク・バレエ団 ソリスト）
金原里奈（イングリッシュ・ナショナル・バレエ ソリスト）
山本勝利（アウグスブルク州立歌劇場バレエ団）
石田浩明（スウェーデン王立バレエ団 セカンド・ソリスト）
二山治雄（パリ・オペラ座バレエ団） 
前田紗江（ロイヤル・バレエ団）
隅谷健人（アメリカン・バレエ・シアター）
福士宙夢（ネザーランド・ダンス・シアター2）
石丸ニコル（ネザーランド・ダンス・シアター2）
チェンウ・グオ（オーストラリア・バレエ団 プリンシバル）※賛助出演

昼の部：7月14日（日）・26日（金）
 　　　 ［11時開演］

夜の部：7月18日（木）・24日（水）
 　　　 ［16時開演］

■出演：

笑う門には福来たる～女興行師 吉本せい～
●新橋演舞場（東銀座駅）

店頭販売 発売日5月23日（木）

1等席（1階・2階） 
■会員優待価格：

[各日8枚限り、お席は選べません]

店頭販売 発売日4月26日（金）
1等席（1階・2階）                     　     ■会員優待価格：

［各日とも10枚限り、お席は選べません］

笑いは生きる力！笑いの王国〝吉本〟の
創始者・吉本せいの波瀾万丈の人生を
藤山直美が魅せます！

２０１９年６月歌舞伎鑑賞教室
●国立劇場大劇場（半蔵門駅）

初めての歌舞伎鑑賞にぴったりな解説付き！演目は江戸の鬼才・平賀源内が描
いた傑作を上演します。多摩川にあった矢口の渡しを舞台に、強欲非情な渡し
守・頓兵衛から恋する人を守ろうと命を懸ける娘・お舟の悲恋を描きます。

（前半約30分は、歌舞伎の基礎的な知識を出演者が
舞台上で解説します。後半約1時間～1時間30分は、
名作・名場面を上演いたします 。）

６月３日（月）　
６月１４日（金）
６月１５日（土）
６月２３日（日）

［１４時３０分開演］
［１４時３０分開演］
［１１時開演］
［１１時開演］

■出演：中村鴈治郎、中村壱太郎 ほか

■演目：解説 歌舞伎のみかた
神霊矢口渡（しんれいやぐちのわたし）

■日程：

オーチャード・バレエ・ガラ ～JAPANESE DANCERS～

■総合監修：オーチャードホール芸術監督 熊川哲也
■出演： 

※出演者は変更となる場合がございます。

※曲目は変更となる場合がございます。予めご了承下さい。

©Koutarou Washizaki ©Shunki Ogawa

©Kate Longley ©Terumi Kinoue

■演奏曲目：

8月20日（火）［19時開演］・8月21日（水）［14時開演／19時開演］・
8月22日（木）［19時開演］・8月23日（金）［14時開演］・
8月24日（土）［18時開演］・8月25日（日）［15時30分開演］

TEL.03-5652-7072（9時～18時）　FAX.03-3662-6776（24時間受付）

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：株式会社ポケットカルチャー 〒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2-7696号 国内旅行業務取扱管理者：植田津也子

※お申込みの際にオペレーターに商品番号【2525-14162】をお伝えください。

〈お支払い方法〉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）。

浅草観音裏に佇む憧れの料亭「瓢庵（ひさごあん）」にてお食事と艶やかな芸者衆の踊り
や、たいこもちによる屏風芸を楽しんだ後、東京スカイツリー®も望める屋上特設観覧席に
て、隅田川花火大会「第一会場」花火を間近でご覧いただけるプランです。約90万人の人
出で賑わう隅田川花火大会を混雑の中歩きたくない、真夏の夜の暑さは避けたい、という
方にお勧め。もちろんうれしい飲み放題付き、粋な夏の一日をお楽しみいただけます。

キャンセルのご連絡は、各日18時をもって締め切りとさせていただきます。7月6日18時を過ぎてのキャンセルは、上記規定に基づきキャンセル
料を頂戴いたしますのでご注意くださいませ。キャンセル後の差額の払い戻しは、担当より改めてご連絡をさせていただき、ご指定の口座へお振
込の手続きをさせていただきます。

■最少催行人数：25名様より
■価格：￥36,000（料亭「瓢庵」特製花火弁当＋飲み放題＋伝統芸能観賞＋花火観覧席＋お土産）
■お申込み・お問合せ：ポケカルお客様センター

隅田川花火大会 料亭懐石「瓢庵」屋上特設観覧席＆
特製花火御膳と飲み放題プラン～浅草芸者の芸鑑賞つき～

■日程：7月27日（土）16時50分～20時30分

≪荒天による花火大会中止について≫※交通の運行に支障がない限り、7月28日（日）に翌日順延いたします。
≪花火大会開催後、途中での中止について≫※開催決定後の中止に関して、払い戻しはございません。また、その場合は順延もございません。

≪キャンセル料金≫観覧指定日（7月27日）の前日より起算 ※ご参加人数の減員の場合もお一人様につき、下記のキャンセル料金が適用されます。
20日前（7月7日）より15日前（7月12日）まで 料金の50％、14日前（7月13日）より8日前（7月19日）まで 料金の70％、
7日前（7月20日）より観覧指定日 料金の100％

画像はイメージです。

ひさごあん

16時50分
17時00分
18時55分
19時00分
20時30分頃

懐石「瓢庵」にて集合・受付
浅草芸者とたいこもちと楽しむお座敷遊び（特製花火御膳のお食事と飲み放題をお楽しみください）
屋上特設観覧席へ移動
「隅田川花火大会」鑑賞
花火大会終了後、各自解散となります。 ※当日の事情によってコース、時間が変更する場合がございます。

藤山直美、喜多村緑郎、林与一、
田村亮、石倉三郎、仁支川峰子、
松村雄基、大津嶺子、西川忠志、
東千晃、鶴田さやか、いま寛大
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■お問合せ・お申込み：
〈サンライズプロモーション東京〉専用ダイヤル TEL.0570-00-3337

上記公演は電話受付にて承ります。

■お申込み受付期間：4月25日（木）～5月15日（水）まで
［全日10時～18時］※お申し込みの際、「TFC会員」である旨必ずオペレーターにお申し付けください。

※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／1枚、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。※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。※TFCカードはご利用できません。

■お問合せ・お申込み：〈インプレサリオ東京チケットセンター〉専用ダイヤル TEL.03-6264-4221
上記公演は電話受付にて承ります。

■お申込み受付期間：各公演一週間前まで

［全日10時～19時］

※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。

※4歳以上入場可　※演奏は特別録音音源を使用します

※お申込みの際、「TFC会員」である旨必ずオペレーターにお申し付けください。 ※一部の携帯電話・PHS・インターネット電話からはご利用いただけません。

■チケット代金の支払いは、銀行振込となります。チケットのお届け先1件につき所定の送料・手数料を別途ご負担頂きます。詳しくはオペレーターにご確認ください。 ※TFCカードはご利用できません。

　　　　電話受付 TFCカードはご利用
できません。 　　　　電話受付 TFCカードはご利用

できません。

　　　　電話受付 TFCカードはご利用
できません。

■会員優待価格：S席 24,000円（一般価格25,000円） ■会員優待価格：S席（全席指定） 13,800円（定価販売）

キエフ・クラシック・バレエ

2017年、2018年の来日公演で延べ12万人以上を動員した注目のバレエ劇場が今年も来日！バレエの
本場ウクライナから若さと気品あふれるバレエダンサーたちが、傑作の数々をお届けします。バレエ初心
者からファンの方まで幅広くお楽しみいただけます！

脚本は『乱鶯』から3年ぶりとなる倉持裕。演出いのうえひでのりとのタッグで、
『乱鶯』とはまた一味違う愉快痛快時代活劇をお届けします！
いのうえ歌舞伎《亞(alternative)》と名付けられた『けむりの軍団』。
果たして今度はどんなケレン味が飛び出すか、乞うご期待！

●東京文化会館（上野駅）

豪華スターの競演で贈る、エネルギッシュで遊び心にあふれた贅沢なバレエ！

場所はスペイン。騎士道物語を読み過ぎた田舎貴族のドン・キホーテは、自分を勇敢な騎
士だと思い込み、理想の“ドルシネア姫”に思いをはせている。いっぽうバルセロナの快活
な街娘キトリは、今日も恋人のバジルと広場で落ちあう。しかしキトリを金持ちのガマー
シュと結婚させたい彼女の父親は、二人の仲を裂こうとしている。そこにドン・キホーテが
お供のサンチョ・パンサを伴って街を訪れ、キトリを理想のドルシネア姫だと思いこんだか
ら、さあ大変！キトリとバジルは手をとりあって駆け落ち。父親とガマーシュ、ドン・キホー
テとサンチョ・パンサが彼らを追いかける大騒動に…。

※記載の配役は2018年12月14日現在の予定です。カンパニーの都合等で変更になる場合がありますので、
ご了承の上、チケットをお求めください。配役変更によもなうチケットの払い戻し、公演日・券種の振替はいたしま
せん。正式な配役は公演当日に発表いたします。※未就学児童のご入場はお断りします。

年齢制限：なし（1人1枚必要） ※開場時間：30分前（45分前ロビー開場）

英国ロイヤル・バレエ団 
「ドン・キホーテ」全3幕

●TBS赤坂ACTシアター（赤坂駅）

2019年劇団☆新感線 39興行・夏秋公演2019年日本公演 

※クレジットカード決済の場合、TOKYU CARD clubQ ホワイトカード（VISAまたはDCマスターカードのマークがついていないカード）はご利用いただけません。
チケット受け取りとお支払いについて：セブン-イレブンでの受け取り、お支払いのみ、①現金 ②クレジットカード ③nanaco をご利用いただけます。チケット代金のほかに、発券手数料（108円／枚）、支払手数料（162
円／件）が必要になります。※その他、詳細はお電話の際にオペレーターがご説明いたします。

■お問合せ・お申込み：〈NBSチケットセンター〉専用ダイヤル TEL.03-3791-8888
上記公演は電話受付にて承ります。

■お申込み受付期間：3月27日（水）～4月24日（水）

[平日10時～18時、土曜10時～13時、日曜・祝日休業]
※お申し込みの際、「TFC会員」である旨必ずオペレーターにお申し付けください。 ※TFCお買い物カードはご利用いただけません。予めご了承ください。

※お席は選べません。※但し満席になり次第終了いたします。 

演出・振付：カルロス・アコスタ／マリウス・プティパの原版に基づく
音楽：ルートヴィク・ミンクス　編曲：マーティン・イエーツ
美術：ティム・ハットリー　照明デザイン：ヒュー・ヴァンストーン

6月22日（土）［13時開演］ 
キトリ：ヤスミン・ナグディ／バジル：アレクサンダー・キャベル

■日程：

■日程：

6月23日（日）［13時開演］ 
キトリ：ローレン・カスバートソン／バジル：マシュー・ボール

Photo by Johan Persson/ROH

会員優待価格：S席 3,800円（一般価格4,000円）

①チャイコフスキー夢の３大バレエ名場面集
②眠れる森の美女 全幕
③プリンセス・ストーリーズ
歴史と芸術豊かな国ウクライナより、若さと気品あふれるバレエ団が再来日！

相模女子大学グリーンホール 大ホール
藤沢市民会館 大ホール
大田区民プラザ 大ホール
東京文化会館 大ホール
神奈川県民ホール 大ホール

7月24日（水）［14時開演］
7月26日（金）［14時開演］
8月15日（木）［11時30分開演／14時開演］
8月19日（月）［11時30分開演］
8月20日（火）［14時開演］

7月18日（木）［18時開演］
7月22日（月）［14時開演］
7月26日（金）［14時開演］
7月31日（水）［14時開演］
8月8日（木）［18時開演］

■作：倉持 裕　　
■演出：いのうえひでのり
■出演：古田新太
　　　 早乙女太一、清野菜名、須賀健太、高田聖子、 粟根まこと / 池田成志 ほか

東京文化会館 大ホール
武蔵野市民文化会館 大ホール

ウェスタ川越 大ホール
新宿文化センター 大ホール

①チャイコフスキー 夢の３大バレエ名場面集
　（「くるみ割り人形」「白鳥の湖」「眠れる森の美女」より）

■藤沢、大田、武蔵野公演
会員優待価格：S席 4,200円（一般価格4,500円）■藤沢、大田、武蔵野以外の公演

8月19日（月）［15時開演］
8月30日（金）［18時30分開演］

②眠れる森の美女 全幕

③プリンセス・ストーリーズ（「白雪姫」「シンデレラ」「眠れる森の美女」より）
7月15日（月・祝）［14時開演］
8月21日（水）［14時開演］

いのうえ歌舞伎〈亞〉alternative『けむりの軍団』


	20190506_dept
	20190506_ticket



