












ー７ー

ホームページゆう
窓口

ホームページゆう
窓口

試合日時 ＦＣ東京 VS セレッソ大阪　　１０月２０日（土）午後７時キックオフ
会　　場 味の素スタジアム（京王線　飛田給駅　徒歩５分）

販売枚数
席・料金

申込方法

申込期限

発　　送

販売枚数 席　　種 料　　金

２０枚
一会員４枚まで

メインＳ指定席
バックＳＵ指定席

ホーム
自由席

大　人
小・中学生

※各席種の座席位置
　については、ＦＣ
　東京ホームページ
　をご覧ください。

チケットの発送は１０月上旬を予定（簡易書留郵便でお送りします）
９月２５日（火）午後５時必着　　※申込後のキャンセル・変更はできません

●ハガキ／FAX／ホームページにてチケット名・会員番号・会員氏名・席種・枚数・送付先（自宅or勤務先）
　を記入してお申し込みください。

３,７００円（当日料金５,５００円）
２,８００円（当日料金４,３００円）
１,７００円（当日料金２,７００円）
　４００円（当日料金　８００円）

Jリーグ【FC東京ホームゲーム】観戦チケットJリーグ【FC東京ホームゲーム】観戦チケット

としまえん1日フリーパス【後期分】を販売開始！
販売開始

利用期間

販売枚数

申込方法

料　　金

そ の 他

販売開始

利用期間

販売枚数

申込方法

料　　金

そ の 他

交通：西武池袋線「池袋駅」から直通１４分「豊島園駅」下車
休園日等はとしまえんホームページでご確認ください 　http://www.toshimaen.co.jp

9 月 20日（木）から　（同日より事前受付分も随時発送）

一会員後期　10枚まで
直接ゆう窓口でご購入いただくか、電話またはハガキ /ＦＡＸ/ホームページで、会員番号・会員氏名・
チケット名（後期分）・枚数・送付先（自宅 or 勤務先）を明記してお申込み。

10月 1日（月）から平成 31年 3月 31日（日）まで

１枚　２,２００円（大人）　１,２００円（小人）＊小人　3歳～小学生、3歳未満は無料

東京ドームシティアトラクションズ 『得１０チケット』「後期分」販売開始

アトラクションワンデーパスポートに引換えて利用するほか、スパラクーア、東京ドームボウリング
センター、アソボーノ、ローラースケートアリーナ等
東京ドームの施設で利用できるポイントブックです。

9月 20日（木）から　（同日より事前受付分も随時発送）

一会員前・後期合わせて　10冊まで
直接ゆう窓口でご購入いただくか、電話またはハガキ /ＦＡＸ/ホームページで、会員番号・会員氏名・
チケット名（後期分）・枚数・送付先（自宅 or 勤務先）を明記してお申込み。

10月 1日（月）から平成 31年 3月 31日（日）まで

１冊　（10ポイント）２,２００円　（大人・小人共通）

【販売中】東武動物公園１日フリーパス

【販売中】西武園ゆうえんち１日フリーパス

有効期間 料　　金

販売枚数

平成３１年３月３１日まで １枚　１,４００円（大人・小人共通）　要３才以上

一会員年度内２０枚まで　※１回の購入は１０枚まで可

有効期間 料　　金

販売枚数

平成３１年３月３１日まで １枚　８００円（大人・小人共通）　要３才以上

一会員年度内１０枚まで
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　カール・ラーションは昔ながらの伝統が残るダーラナ地方に家を入手し、妻カーリンとともに理想の家へ改装していきました。
その暮らしぶりを描いた画集は現代のスウェーデンのインテリアに深い影響を与え、各国でも翻訳出版されています。本展は、
絵画をはじめ、夫妻がデザインした家具やカーリンのテキスタイルなど日本初公開を含む品々を展示し、世界を魅了したライ
フスタイルに迫ります。

●ゆう窓口販売　　　　　　　　 平成３０年１２月２１日（金）まで
●ハガキ /ＦＡＸ/ホームページ　平成３０年１２月１４日（金）　午後５時必着
●一会員５枚まで　　　㊟ 完売をもって販売終了

開催日時

会　　場

申込方法

料　　金

日本・スウェーデン
外交関係樹立150周年記念「カール・ラーション」

９月２２日（土）から１２月２４日（月・休）まで
　午前１０時～午後６時
　（ただし、１０／３・２６、１２／１８～２３は午後７時まで）　
　※入館は閉館の３０分前まで
○休館日…月曜日　（ただし９／２４、１０／１・８、１２／２４は開館）
　　　　　　　　　　１０／１（月）はお客様感謝デー【無料観覧日】
東郷青児記念　損保ジャパン日本興亜美術館

※中学生以下は無料。学生証・生徒手帳をご提示ください。
※身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳をご提示のご本人とその付添者1名
　は無料。被爆者健康手帳を提示の方はご本人のみ無料。

一　般　　８００円 （当日券　１,３００円）

　ペーテル・パウル・ルーベンスは、バロックと呼ばれる壮麗華美な美術様式が栄えた１７世紀ヨーロッパを代表する画家です。
本展では、ルーベンスの作品を、古代彫刻や彼に先行する 16 世紀のイタリアの芸術家の作品、そして同時代以降のイタリア・
バロックの芸術家たちの作品とともに展示します。

●ゆう窓口販売　　　　　　　　 平成３１年１月１８日（金）まで
●ハガキ /ＦＡＸ/ホームページ　平成３１年１月１１日（金）　午後５時必着
●一会員５枚まで　　　㊟ 完売をもって販売終了

開催日時

会　　場

申込方法

料　　金

「ルーベンス展－バロックの誕生」

１０月１６日（火）から平成３１年１月２０日（日）まで
　午前９時３０分～午後５時３０分
　（金曜・土曜日は午後８時まで、ただし１１／１７は午後５時３０分まで）　
　※入館は閉館の 30分前まで
○休館日…月曜日、１２／２８～１／１、１／１５　
　（ただし、１２／２４、１／１４は開館）　
国立西洋美術館（東京・上野公園）
一　般　　１,０００円 （当日券　１,６００円）
※中学生以下は無料　※心身に障がいのある方とその付添の方 1名様は無料
（入館の際に障がい者手帳をご提示ください）

スウェーデンの暮らしを芸術に変えた画家

☆☆「美術展チケット」好評発売中　☆☆
チケット名 開催日程 販売期間 詳細

From ６月号

From ６月号

From ７月号

From ８月号

From ８月号

モネ　それからの100年 ９／２４(月・休)まで

１０／８(月・祝)まで

１０／８(月・祝)まで

１２／１７(月)まで

１１／１１(日)まで

窓口～９／２１まで
〒/FAX/ホームページ～９／１４まで
窓口～１０／５まで
〒/FAX/ホームページ～９／２８まで
窓口～１０／５まで
〒/FAX/ホームページ～９／２８まで
窓口～１２／１４まで
〒/FAX/ホームページ～１２／７まで
窓口～１１／７まで
〒/FAX/ホームページ～１１／２まで

残 数 僅 少

ピエール・ボナール展
京都・醍醐寺

ー真言密教の宇宙ー

★チケット完売のお知らせ★　「デザインあ展 in TOKYO」のチケットは好評完売となりました。
                                         ありがとうございました。

ペーテル・パウル・ルーベンス
《クララ・セレーナ・ルーベンスの肖像》
1615-16 年　油絵 /板で裏打ちしたカンヴァス
ウィーン、リヒテンシュタイン侯爵家コレクション
©LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, 
Vaduz-Vienna

没後50年　藤田嗣治展

特別展「昆虫」一般券



ー９ー

　イスラーム陶器とは、７世紀以降、西アジア、中央アジア、エジプト、
北アフリカを中心とするイスラーム圏で焼かれた施釉陶器の総称です。
本展では当館所蔵の作品約５０点を展示致します。

会員証提示で入館できる石洞美術館のご案内

「イスラーム陶器展」

９月１日（土）から　１２月１６日（日）まで
〇午前１０時　～　午後５時　（入場は閉場の３０分前まで）
〇休館日　月曜日　（祝日の場合開館、翌火曜日休館）

会員証提示で　一般大人　２５０円（通常５００円）　　
　　　　　　　学　　生　１５０円（通常３００円）
※小学生以下（要引率者）及び６５歳以上の方、障がい者手帳をお持ちの方は無料

開催日時

料　　金

《広告》シアター１０１０

お問合せ TEL:03-5244-1010 URL:http://www.t1010jp/        チケットセンター TEL:03-5244-1011(10:00
　 ～ 18:00）

多彩刻線聖獣文皿（シリア・１２世紀）

食事チケット　ご案内中です

※この他、「ゆう会員証」提示により、割引利用が可能な『帝国ホテル東京レストラン鉄板焼　嘉門』
　があります。詳しくは「Fromゆう」6月号をご覧ください。（～ 9/30 まで）

●ホテルオークラ東京ベイ

●グランドニッコー東京　台場

●東武ホテルレバント東京

～平成３０年９月３０日まで　詳しくは「Fromゆう」6月号をご覧ください。

～平成３０年９月３０日まで　詳しくは「Fromゆう」７月号をご覧ください。

～平成３０年９月３０日まで (一部レストランは、８月１５日まで )
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 詳しくは「Fromゆう」７月号をご覧ください。
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男の純情

観劇・コンサート観劇・コンサート
◆申込方法　　ハガキ／ FAX／ホームページよりお申込みください（２演目以上の申し込みはハガキ・
　　　　　　　FAXを別にお書きください）。座席につきましては、種別のみで座席位置は決定しておりま
　　　　　　　せんので、ご希望には添えません。
◆注　　意　　公演日、公演時間が２つ以上ある演目は、必ず希望日・時間（番号）をご記入ください。
◆締　　切　　９月２５日（火）　<午後５時必着>
◆通　　知　　当選者の方に１０月下旬までにチケットと振込用紙を簡易書留にて（公演日に間に合うよう）
　　　　　　　送ります。落選通知はいたしません。（当落のお問い合わせは１０/１２以降にお願いします）
◆キャンセル　　締切後のキャンセル・変更はできません。また、発送したチケットは再発行できません。
◆託児サービス　　　　で販売した観劇・コンサートを鑑賞するために託児サービスを利用した場合に補助を
　　　　　　　します。詳しくは「　　 利用ガイド 2018」P38 をご覧ください。利用補助

ジブリの思い出がいっぱい

『あいあい傘』 ピ ア フ

アラジン
12/2（日）13：00

11/10（土）11：00

「となりのトトロ」「千と千尋の神隠し」「崖の上のポニョ」など
ジブリ作品の名曲をオーケストラで！
スペシャルナビゲーター：島本須美（「風の谷のナウシカ」ナウ
シカ役）

ここに愛しの女性を待ち焦がれる三人のオジサンがいる。だが女性は一向に現
われない。そのうち、男たちによる虚々実々の攻防戦がはじまる…！異色のキ
ャスティングで贈る、可笑しくも切ない純情三人芝居。
出演：宇梶剛士　山崎銀之丞　市川猿弥

フランスのシャンソン歌手エディット・ピアフの生涯を描いた物語。
出演：大竹しのぶ　梅沢昌代　彩輝なお　宮原浩暢（LE VELVETS）
上遠野太洸　川久保拓司　大田 翔　上原理生　駿河太郎　辻 萬長　ほか

会場：シアタークリエ（有楽町・日比谷）
枚数：各回１０枚 (一会員２枚まで）

©宝塚歌劇団　
Photographer Chagoon(www.chagoon.com)

❶11/4（日）12：30　❷11/7（水）13：30 ❶11/9（金）19：00　❷11/17（土）18：00
６,０００円
（一般料金 8,000 円）

＊未就学児は入場不可

出演：星野真里　宅間孝行／鈴木紗理奈／
　　　モト冬樹　川原亜矢子／永島敏行　ほか

25年間すれ違い生きてきた、
もどかしくも愛おしい、父と娘の物語ー

＊未就学児は入場不可

＊未就学児は入場不可

＊日程によって金額・条件が違います

S席指定 ９,２００円

９,７００円
（一般料金 11,500 円）　＊❶軽食付き

（一般料金 11,500 円）　＊❷お土産付

❶全席指定

❷全席指定

このオジサンたち
　　　“恋”してます？

三井住友VISAカード ミュージカル月組公演

劇団四季ミュージカル

オーケストラによるドリームコンサート

トム・プロジェクト　プロデュース

タクフェス第 6弾

『エリザベートｰ愛と死の輪舞（ロンド）－』

10/27（土）14：00
全席指定大人　 ４,０００円

（一般料金　5,000 円）

（一般料金　2,500 円）
全席指定子ども　２,０００円

S席指定大人　１０,０００円
（一般料金　11,880 円）

S席指定　７,０００円
（一般料金　8,800 円）

（一般料金　5,940 円）
S席指定子ども　４,８００円

＊子ども＝3歳～中学生　2歳以下入場不可
会場：ティアラこうとう（住吉）
枚数：２０枚 (一会員４枚まで）

会場：東京宝塚劇場
　　　（有楽町・日比谷）
枚数：４０枚 (一会員２枚まで）

11/16（金）18：30
全席指定　３,８００円（一般料金　5,000円）

会場：かめありリリオホール
　　　（亀有）
枚数：１０枚
　　　(一会員２枚まで）

会場：
　池袋サンシャイン劇場（池袋）
枚数：
　各回１０枚 (一会員２枚まで）

＊子ども＝公演日当日３歳以上、小学校６年生以下
＊ファミリーゾーンでのご案内となります。

会場：大同生命ミュージカルシアター
　　　電通四季劇場【海】（新橋・汐留）
枚数：３０枚 (一会員４枚まで）
勢いとまらず３周年。あなたが願いをかなえる番だ！
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ジェイク・シマブクロ 天童よしみコンサート2018

犬神家の一族

「忍者」スペシャル公演
ディズニー・オン・クラシック

「宮沢賢治」

あなたの知らない若き日のちひろに会いに来
ませんか？ちひろが絵に込めた想いの本質
を、ちひろの絵のように優しく温かく描き上
げます。

作・構成・演出：ジャニー喜多川
主演：A.B.C-Z（橋本良亮　戸塚祥太　河合郁人　五関晃一　塚田僚一）

遺産相続をめぐり、巻き起こる骨肉の争い・・・。過去と現在に張り巡らされ
た謎に、名探偵・金田一耕助が挑む！！
出演：水谷八重子　波乃久理子　河合雪之丞　喜多村緑郎／浜中文一　佐藤B作　ほか

宮沢賢治のいくつかの作品を究斗ならではの演
出と素敵な楽曲を交えたオリジナルストーリー。
人生の素晴らしさを伝えます。究斗＆喬太郎の
トークコーナー“究斗の部屋”もお楽しみに。
出演：三遊亭究斗　名人ゲスト：柳家喬太郎

ディズニー・アニメーションや映画、テーマパークの名曲たちを、オーケスト
ラとヴォーカリストたちの生演奏でお届けする、大人のための音楽会。“Find 
Your Hero～そして君のもとへ”をテーマに『ヘラクレス』をフィーチャー。
真のヒーロー像を追い求める冒険のストーリーが、音楽・歌・映像で甦ります。

かつてマッスルミュージカルで活躍したメンバーが再集結！
ファミリーで楽しめるギネス記録保持者とトップアスリート
軍団の究極の筋肉パフォーマンスは圧巻！
出演：高橋博光（総合リーダー）大山大和（モンスターボックスギネス記録保持者）張 
海輪（昨年度大道芸世界チャンピオン）ほか　トップアスリート軍団

情熱溢れるパフォーマンスと正確無比な超絶技
巧で、世界中を魅了する“ウクレレの魔術師”。
ロック、ジャズ、クラシックと様々なジャンルを自在に操る、従来のウ
クレレのイメージを一新する生のライブをご堪能あれ。

心に響く抜群の歌唱力と愛嬌たっぷりの楽しいお喋り。
魂のこもった熱唱をお楽しみください。
予定曲：珍島物語　道頓堀人情　きずな橋　ほか

全席指定

会場：浅草公会堂（浅草）
枚数：各回１０枚
　　　(一会員2枚まで）

※定価での販売となります。

会場：豊洲シビックセンターホール
　　　（豊洲）
枚数：10枚　(一会員2枚まで）

会場：すみだトリフォニーホール
　　　（錦糸町）
枚数：１０枚（一会員２枚まで）

会場：東京国際フォーラムホールC（有楽町）
枚数：各回１０枚(一会員４枚まで）

会場：かつしかシンフォニーヒルズ
　　　モーツァルトホール（青砥）
枚数：１０枚 (一会員２枚まで）

会場：ティアラこうとう（住吉）
枚数：１０枚(一会員２枚まで）

（一般料金 9,000 円）

＊未就学児は入場不可

❶11/15（木）18：30　❷11/16（金）11：0010/14（日）13：00

A席指定 5,5００円
（一般料金 7,000 円）

❶11/23（金・祝）16：30　❷11/24（土）11：30
７,０００円

（一般料金 12,000円）

会場：新橋演舞場
　　　（東銀座・築地市場駅）
枚数：各回１０枚
　　　（一会員２枚まで）

11/7（水）15：00
全席指定２,５００円

（一般料金 3,900 円）

12/9（日）17：00
S席指定８,４００円

（一般料金 10,300 円）

❶11/10（土） 1部 12：00　2部 13：00
❷11/10（土） 1部 16：30　2部 17：30
全席指定４,６００円（一般料金 6,000 円）
＊必ず希望時間をご記入ください。

10/18（木）19：00 11/2（金）13：30
全席指定５,８００円（一般料金

  7,300 円） 全席指定４,９００円
（一般料金 7,560 円）

一等席指定

＊4歳以上要チケット。3歳以下は席が必要な場合は
　要チケット。 ＊未就学児は入場不可

９,０００円

＊第 1部は地域の子ども達の発表会です。
　第 2部が本編の「忍者」公演です。途中入退場可。
＊未就学児は膝上無料、席が必要な場合は要チケット。

いわさきちひろ生誕 100年　前進座公演

三遊亭究斗の名作と名人シリーズVol.2

The Greatest Day Tour in Japan 2018

新派百三十年　十一月新派特別公演

ちひろ－私、絵と結婚するの－

まほうの夜の音楽会 2０18

枚数：１０枚 (一会員２枚まで）

"Presentation licensed by Disney Concerts. 
© Disney　［ステージ写真は昨年の公演です］

＊未就学児は入場不可　
＊車椅子席をご希望の場合はその旨ご記入ください。
＊クラシック専用ホールのため照明の演出はありません。

ミュージカル落語

ハッスルマッスル

この公演はＨＰからの申し込みはできません。
ハガキ/ＦＡＸにてお願いします。
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