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（注）すべて予定枚数の完売をもって販売終了となります。

　歌麿は美人画、写楽は役者絵、北斎と広重は風景画、国芳は勇壮な武者絵と機知に富んだ戯画―と、絵師のエッセンスを凝
縮した内容は、「誰もが知っており、そして誰もが見たい」ものになっています。

　ルネサンスから 20 世紀初頭まで、約 400 年にわたるヨーロッパとハンガリーの絵画、素描、彫刻の名品 130 点が一堂に会
します。クラーナハ、ティツィアーノ、エル・グレコ、ルノワール、モネなど巨匠たちの作品に加えて、日本では目にする機
会の少ない 19・20世紀ハンガリーの作家たちの名品も多数出品されます。

●ゆう窓口販売　　　　　　　　２０２０年１月１６日（木）まで
●ハガキ/ＦＡＸ/ホームページ　　　　　　１月１０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　　㊟ 申込後のキャンセルはできません。

●ゆう窓口販売　　　　　　　　　　　１２月３日（火）まで
●ハガキ/ＦＡＸ/ホームページ　　　　１２月３日（火）午後５時必着
●一会員５枚まで　　　㊟ 完売をもって販売終了　　㊟ 申込後のキャンセルはできません。

開催日時

会　　場

申込方法

料　　金

開催日時

会　　場

申込方法

料　　金

大浮世絵展

☆☆「美術展チケット」好評販売中 ☆☆

ゴッホ展

リヒテンシュタイン侯爵家の至宝展

日　　展

チケット名 開催日程 販売期間 詳細

１２／１５(日)まで

２０２０年１／１３(月・祝)まで

２０２０年１／１３(月・祝)まで

１２／２３(月)まで

１１／２４(日)まで

窓口～１２／１３まで
〒/FAX/ホームページ～１２／６まで
窓口～１２／２５まで
〒/FAX/ホームページ～１２／２５まで
窓口～１２／２５まで
〒/FAX/ホームページ～１２／２５まで
窓口～１２／２０まで
〒/FAX/ホームページ～１２／１３まで
窓口～１１／２２まで
〒/FAX/ホームページ～１１／１５まで

From

From

From

From

From

９月号

９月号

10月号

10月号

10月号

ルノワールとパリに恋した
１２人の画家たち

１１月１９日（火）から２０２０年１月１９日（日）まで
○午前９時３０分～午後５時３０分（土曜日は、午後７時３０分まで）
　※入場は閉館の３０分前まで
○休館日…月曜日（2020/1/13開館）　12/28（土）～2020/1/1（水・祝）

江戸東京博物館　１階特別展示室
一　般　　　　　　　　　　　　９００円（当日券　１,４００円）
小・中・高校生・６５歳以上　　４００円（当日券　　 ７００円）
※未就学児、身体障がい者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳・被爆者
　健康手帳をお持ちの方とその付き添いの方（２名まで）無料
※１１/２０、１２/１８、２０２０/１/１５はシルバーデーにより、６５歳以上の方は特別展
　観覧料が無料です。年齢を証明できるものをご提示ください。当日は混雑が予想されます。
※会期中展示替えあり。

○午前１０時～午後６時（毎週金・土曜日は午後８時まで）
　※入場は閉館の３０分前まで
○休館日…毎週火曜日、年末年始 12/24（火）～ 2020 年 1/7（火）
　※ただし、2/11（火・祝）は開館、2/12（水）は休館　

国立新美術館　企画展示室１Ｅ（東京・六本木）
一　般　　１,1００円（当日券　１,７００円）
※中学生以下は無料、
※障がい者手帳をご持参の方（付き添いの方１名を含む）は無料
※2020 年 1/11（土）～ 13（月・祝）は高校生無料観覧日（学生証の提示が必要）

１２月４日（水）から ２０２０年３月１６日（月）まで

ブダペストーヨーロッパとハンガリーの美術400年
日本・ハンガリー外交関係開設150周年記念

ブダペスト国立西洋美術館＆ハンガリー・ナショナル・ギャラリー所蔵

前売りのみ、会期中の販売はありません

－歌麿、写楽、北斎、広重、国芳　夢の競演

★チケット完売のお知らせ　「ハプスブルク展」のチケットはご好評につき完売となりました。

残数僅少

残数僅少

シニェイ・メルシェ・パール　《紫のドレスの婦人》　
1874 年　油彩／カンヴァス　
ブダペスト、ハンガリー・ナショナル・ギャラリー
©Museum of Fine Arts, Budapest － 
Hungarian National Gallery, 2019

コートールド美術館展
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都内を中心とする９５の美術館・博物館などの入場券または割引券がセットになった便利でお得なチケットブックです。都内
からは再参加２館、横浜から新規参加３館、埼玉から新規参加１館と、新規・再参加合わせて６館参加で、ますますお得に！

●９５の美術館・博物館・動物園・水族園・植物園・庭園

●最初に利用した日から２ヶ月間【最終有効期限は、２０２０年３月３１日（火）】

１,６００円（一般料金　２,２００円）　※大人料金のみとなります。
※お子様と６５歳以上の方は、各展示の入場料金をお確かめの上、ご購入ください。

対象施設

有効期限

料 金

申込方法

お問合せ先

●ゆう窓口販売　　　　　　　　  ２０２０年１月２４日(金)
●ハガキ/FAX/ホームページ　　２０２０年１月２４日(金)午後５時必着
●一会員 年間６冊まで

ぐるっとパス事務局　電話：０３－５６１０－００５１
　　　　　　　　　　　　　　（午前１０時～午後５時　土日祝日を除く）
　　　　　　　　　　　　http://www.rekibun.or.jp/grutto/

※各施設指定の展示に１回のみご利用いただけます。
※施設ごとに、ぐるっとパスで「入場できる展示」と
　「割引券として使える展示」があります。
※詳細は下記事務局（ぐるっとパスホームページ）で
　確認ください。

開催日時

会　　場

料　　金

申込方法

２０２０年 1月１０日（金）から 1月１９日（日）まで　〔10日間〕
●午前 10時～午後９時　（最終日のみ午後６時閉場）※入場は閉場３０分前まで
東京ドーム

大　人（中学生以上）　　１,０００円　（当日券　１,８００円）　
※　小学生以下のお子様は、大人１名の付添いにつき４名まで無料
●ゆう窓口販売　　　　　　　　　　　１２月２４日（火）まで
●ハガキ/ＦＡＸ/ホームページ　　　　１２月２４日（火）午後５時必着
●一会員４枚まで　　　㊟ 完売をもって販売終了　　㊟ 申込後のキャンセルはできません。

ふるさと祭り東京2020
祭◆ふるさとの祭り

「お祭り広場」では全国から選抜した祭りをスタンド席からご観覧いただけます。
また、「ふるさとステージ」では祭りや伝統芸能、各地の観光ＰＲ、ミニコンサ
ートなどを行います。
　「新居浜太鼓祭り」「青森ねぶた祭」「秋田竿燈まつり」他

市◆ふるさとの味　
＜第１１回全国ご当地どんぶり選手権＞　予選会を勝ち上がったどんぶりと前回
　上位のシードのどんぶりが、その味を競い合います。
＜にぎわい市＞　日本全国より「ふるさとの味と匠の技」が大集合します。
※夜は会場内を暗転し、飲んで、踊って、盛り上がる「スペシャルナイトイベント」を６時から開催！！
　…“楽しい”が詰まった企画が盛りだくさんです！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※イベント内容は、変更となる場合がございます。　　　　　　　　　

Yuzie Tsukamoto
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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を別々にお書きください）。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。座席はご希望に添えない場合もあります。
◆注　　意　　公演日、公演時間が２つ以上ある演目は、必ず希望日（番号）をご記入ください。
◆締　　切　　１１月２５日（月）　<午後５時必着>
◆通　　知　　当選者の方に12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 12/１6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 2019」P38 をご覧ください。利用補助

～夢とロマンと冒険の旅立ち！～
ベネッセの英語コンサート 冬公演

Twinkle Christmas Party

劇団東少創立70周年記念公演・2019年三越冬休みファミリー劇場

シャボン玉とんだ
宇宙(ソラ)までとんだ ドリームガールズ

宝塚ミュージカル・ロマン
『El Japón（エル　ハポン）－イスパニアのサムライ－』
ショー・トゥー・クール
『アクアヴィーテ（aquavitae）！！』～生命の水～ デスノート

ミュージカル「孫悟空」

ミュージカル ブロードウェイ・ミュージカル

ミュージカル宝塚歌劇　宙組公演

三蔵法師が孫悟空・沙悟浄・猪八戒のお供を連れて、天竺へお経を
もらいに夢とロマンと冒険の旅に出かける感動の物語

❶12/21（土）14：00　❷12/22（日）11：00
全席指定　大人 　4,000円
　　　　  こども 2,800円
※こども料金は３歳～小学生以下

＊３歳未満入場不可

会場：三越劇場（三越前・日本橋）
枚数：各回10枚（一会員４枚まで）

出演：渡辺和貴(孫悟空)　安達星来(三蔵法師)　反橋宗一郎(牛魔王)　
　　　劇団東少　ほか

（一般料金 5,000円）

（一般料金 3,500円）

今回は、スペシャルアンコールつき！
　通常のステージに加えて、歌やダンスをさらに追加した特別な公演！
K I KOがゲスト出演！
　こどもちゃれんじEnglishのDVDで人気のお姉さんが特別段ステージに登場！
出演：しまじろう　Ｍｉｍｉ　Ｂｅｐｐｙ　Ｎａｎｃｙ　Ａｎｄｙ

12/24（火）16：30
全席指定　2,500円

＊３歳以上有料。
＊３歳未満は保護者１名につきお子さま１名まで膝上無料。
　席が必要な場合は有料です。

会場：めぐろパーシモンホール
　　　大ホール（都立大学）
枚数：１０枚(一会員４枚まで）

（一般料金　3,177円）

人生に迷う男女が運命的に出会い、時間を、
そして空間をも超えて愛を貫いていく
出演：井上芳雄　咲妃みゆ　畠中 洋　吉野圭吾　濱田めぐみ
　　　上原理生　土居裕子　ほか

1/25（土）17：00
全席指定　9,200円

＊未就学児入場不可

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

（一般料金　11,500円）

Catch the Dream　2020年、夢は叶う！

出演：カディージャ・オネ　シャラエ・モールトリー　ベランド・ミラス　ほか

トニー賞６部門受賞！ビヨンセら豪華キャストで映画化された大ヒットミュージカル！
大型LEDパネルと豪華な衣裳と圧巻の歌唱力で描き出される、感動サクセスストーリー！

❶１/31（金）19：00　❷２/２（日）12：30

会場：東急シアターオーブ（渋谷）
枚数：各回10枚
　　（一会員２枚まで）

Ｓ席指定　11,000円
（一般料金 14,000円）

＊未就学児入場不可　
＊生演奏／英語上演／日本語字幕付き

1/26（日）11：00

出演：真風涼帆　星風まどか　ほか

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）

Ｓ席指定　8,000円
（一般料金　9,500円）

Ⓒ宝塚歌劇団

Ⓒ大場つぐみ・小畑健／集英社
撮影：萩庭桂

オール新キャストで上演！さぁ、新生デスノートの世界へ。
出演：村井良大　髙橋 颯　吉柳咲良　西田ひらり　パク・ヘナ　横田栄司　今井清隆　ほか
【1/23公演のみ】公演後、夜神 月役の村井良大＆甲斐翔真のアフタートークがあります。

❶１/23（木）18：00　❷１/25（土）12：30

＊未就学児入場不可

会場：東京建物 Brillia HALL
　　　【豊島区立芸術文化劇場】
　　 （池袋）
枚数：各回10枚（一会員２枚まで）

Ｓ席指定　❶ 9,500円　
　　　　　❷11,000円

（一般料金　13,500円）

★特製オリジナル付せん（非売品）をチケット１枚につき１個プレゼント
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新橋演舞場１月公演

新春浅草歌舞伎

ウィーン・ヨハン・シュトラウス管弦楽団

シルク・ドゥラ・シンフォニー ＤＲＵＭ ＴＡＯ
「ザ・ドラマーズ～FINAL」

姿月あさとコンサート2020 森山良子コンサートツアー 2019～2020
～Prime Songs～

初春歌舞伎公演
一等指定　15,000円

出演：市川海老蔵　ほか
演目：鋭意選定中

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

（一般料金　18,000円）

日程は調整中です。ゆうに直接ご確認ください。

出演：尾上松也　ほか
演目：鋭意選定中

❶１/12（日）11：00　❷１/18（土）15：00

＊未就学児入場不可

会場：浅草公会堂
　　　（浅草）
枚数：各回10枚
　　（一会員２枚まで）

一等指定　7,500円
（一般料金　9,500円）

＊詳細は松竹のホームページでご覧ください。

1/11（土）18：00

会場：有楽町朝日ホール
　　（有楽町・銀座）
枚数：10枚（一会員２枚まで）

（一般料金　5,500円）
全席指定　4,000円

＊未就学児入場不可
＊都合により出演者・内容が変更になる場合がございます。
＊ビデオ、カメラまたは携帯電話等での録音・録画・
　撮影・配信禁止。

出演：桂 文枝

1/13（月・祝）11：00

＊未就学児入場不可

会場：東京オペラシティ
　　　コンサートホール（初台）
枚数：10枚（一会員２枚まで）

（一般料金　9,200円）
Ｓ席指定　6,000円

予定演目：喜歌劇「ジプシー男爵」　ワルツ「うわごと」
　　　　　ポルカ・シュネル「雷鳴と電光」　ワルツ「ウィーン気質」
　　　　　オペラ「騎士パズマン」チャルダッシュ　ピチカート・ポルカ
特　　典：開演前の「リハーサル見学」つきでご案内！

1/4（土）19：00

サーカス界を代表するトップアーティストが集結して
フルオーケストラと共演。
出演：シルク・ドゥラ・シンフォニーパフォーマー７名
指揮：ニコライ・ジャジューラ　管弦楽：キエフ国立フィルハーモニー交響楽団

＊３歳以下入場不可

会場：Bunkamuraオーチャードホール
　　（渋谷）
枚数：10枚（一会員２枚まで）

会場：Bunkamuraオーチャードホール
　　（渋谷）
枚数：10枚（一会員２枚まで）

会場：Bunkamuraオーチャードホール
　　（渋谷）
枚数：10枚（一会員２枚まで）

（一般料金　12,000円）
Ｓ席指定　9,000円

1/22（水）19：00

＊６歳未満入場不可

（一般料金　8,700円）
Ｓ席指定　6,000円

和太鼓で、ROCKを、POPを、BALLADを、CLASSICを超越した、ニュージャ
ンルの音楽を創造。
脅威のスピードと予測不可能な構成とリズムで魅せる、圧倒的なパフォーマンス。
太鼓で泣く。笑う。あなたは想像できますか？

1/5（日）14：00

出演：姿月あさと

元宝塚歌劇団の初代宙組トップスターによる、西新井文化
ホール、待望の初公演！

＊未就学児は入場不可

会場：ギャラクシティ
　　　西新井文化ホール
　　（西新井）
枚数：10枚（一会員２枚まで）

（一般料金　6,000円）
ＳＳ席指定　4,800円

1/16（木）17：00     

＊未就学児は入場不可　＊車椅子でご来場予定の方は、申込書にその旨をご記入くださ
い。公演当日、係員が車椅子スペースまでご案内いたします。なお、車椅子スペースに
は限りがあるため、ご購入の座席にてご鑑賞の場合もございます。予めご了承ください。

森山良子、恒例のBunkamuraオーチャードホール公演が2020年も開催！
出演：森山良子

（一般料金　7,000円）
Ｓ席指定　5,000円

ニューイヤー・コンサート2020 ～美しき青きドナウ～
ウィーン音楽の神髄がここにある。

ワルツ王の意志を継ぐウィンナワルツの伝統後継者たち
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足立区内公衆浴場回数券販売中

足立公衆浴場組合に加入している公衆浴場の回数券を割安で販売しています。

１１枚つづり４, １００円（通常価格　５, １７０円）
一会員年度内　６冊まで
※現在販売中の回数券の使用期限は、2020年６月末日です。
※ゆう窓口以外のご注文は、代金引換郵便での送付となり、
手数料がかかります。

足立区内公衆浴場回数券販売中

新鮮な魚貝類から作りだされる
本物の味を宮城県女川からお届けします。

商　　品
商品内容（Ａ）１１枚　笹かまぼこ７枚（吉次３枚・石持４枚）・チーズ笹かまぼこ蔵王４枚
　　　　（Ｂ）１８枚　笹かまぼこ７枚（吉次４枚・石持３枚）・チーズ笹かまぼこ蔵王３枚
　　　　　　　　　　　揚げかまぼこ８枚（たかまさ・五目・海老・貝柱×各２枚）
㊟賞味期限：笹かまぼこ・あげかま：出荷日+６日　＊クール便にて配達します

（Ａ）２,１００円（一般料金 ２,８８９円）
（Ｂ）２,８００円（一般料金 ３,７８９円）
（Ａ）（Ｂ）合わせて１会員２口まで
１２月２５日（水）～2７日（金）の発送となります。
上記日程のお受け取りができる方の申込をお願いします。
１１月２９日（金）午後５時必着　※締め切り後のキャンセル、変更は不可
１２月３日（火）頃に送付する払込み票にて、到着後１週間以内にお支払いください。

《笹かまぼこ》《笹かまぼこ》

笹かまぼこ詰め合わせ

支 払 い

申込方法
お届け先

締　　切

商品発送

申込口数

料　　金

A B

ハガキ /FAX/ ホームページで①～⑤を明記の上、お申込みください。
①味の宅配便「笹かまぼこ」申込　②会員番号　③会員氏名　④送り先　⑤送り先ごとの口数
●送り先の書き方　ご本人の場合…「自宅」か「勤務先」を明記。
　　　　　　　　　ご本人以外の場合… 送り先の「郵便番号・住所・氏名・連絡先電話番号」を明記。
●口数の書き方　　送り先ごとに（A）（B）それぞれの口数を明記。

（Ａ）（Ｂ）とも送料・税込


