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チケット名 開催日程 販売期間 詳細

　
（注）すべて予定枚数の完売をもって販売終了となります。

☆☆「美術展チケット」好評販売中 ☆☆

プリンスアイスワールド2020-2021　in YOKOHAMA ホームページ

日本で、世界で活躍するトップスケーター達の華麗な演技が楽しめる氷上のスケートエンターテインメント。
「プリンスアイスワールド2020-2021横浜公演」のチケットをご案内いたします。競技会とは違う、自由度の
高いパフォーマンス、スケーターの新たな一面にご期待下さい。

■ＣＡＳＴ
■ＧＵＥＳＴ

プリンスアイスワールドチーム　　

荒川静香、本田武史、本田望結　ほか

■会　場 KOSE新横浜スケートセンター （JR新横浜駅　徒歩5分）

■料　金 SB席（指定席） １０，０００円
　　

（一般料金　１３，０００円）
一会員２枚までお申込みできます。※３歳以下無料。ただし席が必要の場合は有料。

■申込方法 ハガキ／ＦＡＸ／ホームページで下記を明記してお申し込みください。
・「プリンスアイスワールド横浜」・会員番号・会員氏名・送付先（自宅または勤務先）電話番号・申込枚数

■締　切 ２月２８日（金）午後５時必着

■その他 ３月中旬にチケットをお送りさせていただきます。
申込者多数の場合は抽選となりますのでご了承ください。落選者への通知はありません。

「Brand New Story Ⅱ」入場券販売

４月26日(日)　　11：00（1回目公演）
５月 5日(火・祝)15：30（2回目公演）

＊ゲストスケーターはオフィシャルＨＰにて順次発表します。

３／８(日)まで

３／８(日)まで

窓口 ２／１３まで
〒/FAX/ホームページ ２／７まで

窓口 ２／２１まで
〒/FAX/ホームページ ２／２１まで

窓口 ２／２１まで
〒/FAX/ホームページ ２／２１まで

窓口 ２／２１まで
〒/FAX/ホームページ ２／２１まで

From １月号

From １月号

From １月号

From １月号

世界らん展2020

永遠のソール・ライター

特別展「出雲と大和」

特別展
「法隆寺金堂壁画と百済観音」

２／１４(金)まで
２／２１(金)まで

３／１３(金)まで
５／１０(日)まで
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または

※一回の購入は、１０枚まで可

または
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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　　２月２５日（火）　<午後５時必着>
◆通　　知　　当選者の方に２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。当落通知はいたしません。（当落のお問い合わせは３/１６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

ハガキの送付先は、
　現在のセンター所在地　　にお願いいたします。

ハガキでお申込みをされる方へ

以前の所在地に送ったハガキが締切日を過ぎて
センターに到着した場合、申し込みの対象から
外れてしまいます。
必ず送付先をご確認の上、投函してください。

【送付先】
〒120-8575
足立区千住１ー５ー７　あだち産業センター２階

マンマ・ミーア！
劇団四季ミュージカル

＊3歳以上有料（膝上鑑賞不可）。2歳以下入場不可
笑って泣けるストーリー、喜びはじける音楽のパワー。

観る人の人生まで輝かせてしまうミュージカル『マンマ・ミーア！』が、
熱烈なアンコールにお応えして帰ってきます！

とびきり幸せなひとときを過ごしましょう。このチャンスをお見逃しなく！

4/25（土）13：00
Ｓ席指定　9,000円
（一般料金　11,000円）

会場：ＫＡＡＴ神奈川芸術劇場〈ホール〉
　　（日本大通り/元町・中華街/関内）
枚数：６枚(一会員２枚まで）

ミュージカル

『ボディガード』
❶４/13（月）13：30　❷４/15（水）18：30

1992年に世界中で大ヒットを遂げた映画『ボディガード』を舞台化。
グラマラスにショーアップされたステージとサスペンスをはらんだラブストーリーは、
映画をも超えて、新たな衝撃と感動を呼び起こします。
2020年春、新演出･日本キャスト版として新たに生まれるミュージカル『ボディガード』
にご期待ください。

日本キャスト版

＊未就学児入場不可

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　10,500円
（一般料金　13,500円）

出演：新妻聖子　大谷亮平　AKANE LIV
　　　佐賀龍彦（LE VELVETS)　水田航生　大山真志　内場勝則　ほか

宝塚歌劇　星組公演
『眩耀（げんよう）の谷～舞い降りた新星～』
『Ｒａｙ－星の光線－』

©宝塚歌劇団
出演：礼 真琴　舞空 瞳　ほか

4/19（日）11：00
Ｓ席指定　8,000円
（一般料金　9,500円）

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）

幻想歌舞録
Show stars

全席指定　6,400円

タクフェス　春のコメディ祭！

「仏の顔も笑うまで」

出演：宅間孝行　モト冬樹／水 夏希／樋口日奈(乃木坂46)　八木将康(劇団 EXILE)
　　　鈴木裕樹　越村友一　外岡えりか　横山 涼／
　　　秋本奈緒美　肥後克弘(ダチョウ倶楽部)
作・演出：宅間孝行

お寺に強盗コンビが逃げ込んだ！勘違いの連続、
ノンストップで送るジェットコースターコメディー！

＊未就学児入場不可

会場：渋谷区文化総合センター大和田
　　　さくらホール（渋谷）
枚数：各回６枚（一会員２枚まで）

❶4/24（金）14：00　❷4/27（月）14：00

（一般料金　8,000円）

原作：手塚治虫「陽だまりの樹」より　脚本：中島かずき　演出：宮田慶子

新 陽だまりの樹

それぞれの時代に生きる者は、それぞれに役割を持ち、その役割を全うする為に、
精一杯生きていく----。
いつの時代にも、生きる者の指針となり、私たちの心を掴んで離さない
手塚治虫のはかりしれない深い人間愛を描く！
出演：上川隆也　中村梅雀　葛山信吾　緒月遠麻　山田菜々／風間杜夫　ほか

＊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：10枚（一会員２枚まで）

Ｓ席指定　8,800円
（一般料金　11,000円）

4/9（木）18：30

２枚でお申し込みの場合、座席が前後または
通路を挟む場合があります。ご了承の上、お
申し込みください。
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藤田真央ⓒEvgeny Evtykhov

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）

ミュージカル

4/24（金）18：00

1920年代のニューヨークを舞台に仕事と恋に頑張る主人公・ミリーの姿には、自分の足で
人生を踏み出す勇気と明日への活力をもらえること間違いなし！2020年春、新たな一歩を
踏み出すあなたへ贈る、豪華キャスト競演のとびきりハッピーなミュージカル！

モダン・ミリー
新橋演舞場四月公演

四月大歌舞伎
❶4/11（土）16：30　❷4/12（日）11：00

演目：公式ホームページをご覧ください
出演：尾上菊五郎　尾上松緑　尾上菊之助　中村吉右衛門
　　

笑いと音楽のエンタテインメント☆
三遊亭究斗

「ミュージカル落語まつり！６」

劇団四季俳優だった34歳の時に、落語家に転身！日本で唯一の“ミュージカル落語”！
今回は、名作「ミス・サイゴン」を自身のラブストーリーに置き換えた『ミス・サイコン（再婚）
～所沢ラブストーリー～』、もう１日はシャンソン歌手の「エディット・ピアフ」を取り上げます。

巨匠テミルカーノフと一躍“時の寵児”となった藤田真央を迎えて贈るロシアの王道プログラム

サンクトペテルブルグ・フィルハーモニー交響楽団
4/21（火）19：00

演目：チャイコフスキー：歌劇「エフゲニー・オネーギン」Op.24よりポロネーズ
　　　チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第１番 変ロ短調 Op.23（ピアノ：藤田真央）
　　　ムソルグスキー（ラヴェル編）：組曲「展覧会の絵」Op.74

公開３５周年記念

「バック・トゥ・ザ・フューチャー」
inコンサート

4/29（水・祝）14：00 

GREAT SCOTT！あの衝撃からなんと35年。
『バック・トゥ・ザ・フューチャー』ファンよ、
全編オーケストラ生演奏コンサート（シネオケ）に集結せよ！

来日55周年／生誕100周年記念

アルフレッド・ハウゼ・タンゴ・オーケストラ
4/6（月）13：30

大好評につき緊急来日！
コンチネンタル・タンゴの王様として絶大な人気を誇るオーケストラが帰ってくる！
躍動感溢れるリズム、流麗なストリングスで至福の時間をお楽しみください。ⒸUCS LLC and Amblin

由紀さおり 50年記念コンサート
2019～2020“感謝”

4/9（木）16：00

1969年に「夜明けのスキャット」で鮮烈デビューし、NHK紅白歌合戦やPink Martiniとの
コラボレーションなど幅広く活躍。日本歌謡曲の魅力を世界に広めたと高く評価され数々の
賞を受賞した日本が誇るソロシンガー由紀さおりが50周年の感謝を込めてお届けする特別
なステージをお見逃しなく！

高橋竹山コンサート
4/19（日）14：00

＊未就学児入場不可

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

（一般料金　11,500円）
全席指定　9,200円

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

（一般料金　16,000円）
一等指定　9,000円

出　演：三遊亭究斗
ゲスト：❶ナイツ(漫才)　❷三遊亭円丈、林家彦いち、たん丈改め三遊亭丈助

＊未就学児入場不可

会場：赤坂区民センター区民ホール
　　（赤坂見附・青山一丁目）
枚数：各回10枚（一会員２枚まで）

❶4/18（土）15：00　❷4/19（日）15：00
全席指定　2,600円
（一般料金　3,900円）

＊未就学児入場不可

会場：サントリーホール
　　（溜池山王）
枚数：10枚（一会員２枚まで）

（一般料金　18,000円）
Ａ席指定　12,500円

指揮：ニコラス・バック 管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団 作曲：アラン・シルヴェストリ
※アラン・シルヴェストリは出演いたしません。

＊５歳未満入場不可 ＊英語上映・日本語字幕あり
＊上演時間：約2時間30分予定（休憩1回含む）

会場：東京国際フォーラム
　　　ホールＡ（有楽町）
枚数：10枚（一会員２枚まで）

Ｓ席指定　8,000円
（一般料金　9,900円）

演奏予定曲：碧空　ジェラシー　ラ・クンパルシータ　オレ・グァッパ　真珠採りのタンゴ
　　　　　　小さな喫茶店　ほか（演奏曲目は変更になる場合がございますのでご了承ください）
指揮：ジャック・パウエル　演奏：アルフレッド・ハウゼ・タンゴ・オーケストラ

＊未就学児は入場不可

Ｓ席指定　7,400円
（一般料金　8,800円）

＊未就学児入場不可

予定曲目：夜明けのスキャット　手紙　あなたにとって　ほか

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）

（一般料金　5,500円）
S席指定　4,400円

＊未就学児は入場不可

会場：なかのＺＥＲＯ 小ホール
　　（中野）
枚数：10枚（一会員２枚まで）

（一般料金　5,000円）
全席指定　4,000円

ユーリ・テミルカーノフ 芸術監督・首席指揮者

なかのＺＥＲＯ区民フェスタ

竹山ひとりがたり

出演：高橋竹山
予定演目：津軽じょんがら節　江差追分　十九の春　即興曲　ほか

出演：朝夏まなと　中河内雅貴　実咲凛音　廣瀬友祐　保坂知寿　一路真輝　ほか
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大人
小人
幼児

（高校生以上）

（小中学生）

（４歳以上）

鴨川シーワールド ３月感謝月間のお知らせ鴨川シーワールド
鴨川シーワールド が期間限定で、通常の割引より更にお得な料金でお楽しみいただけます！

300円割引！

鴨川シーワールド　感謝月間のお知らせ
期間限定で通常の割引より更にお得な料金でお楽しみいただけます！
●期間：令和２年３月１日（日）～３月３１日（火）

公益財団法人　足立区勤労福祉サービスセンター
入園料金 大人（高校生以上）
　　　　 小人（小中学生）
　　　　　幼児（４歳以上）

 
２，４００円×　　　　名
１，４４０円×　　　　名
　　９６０円×　　　　名  

＊この利用部分を切り取り、ご利用人数を記入の上、窓口にご提出ください。
＊この用紙１枚で５名様までご利用いただけます。

ホームページ：www.kamogawa-seaworld.jp
コピー可 ･利用補助券併用可

●有効期間：３月１日（日）～３１日（火）
●下記の優待券を切り取って入園窓口へお持ち下さい。
●当センターの「レジャー施設利用補助券」も併せて利用しますと、特別料金からさらに
●３月６日（金）まで工事のため、アシカパフォーマンスは中止しております。

区　　分 特別料金 一般料金

２,４００円
１,４４０円
９６０円

３,０００円
１,８００円
１,２００円

「加入継続・退会確認書」のお知らせを１月上旬に送付しました。まだ、確認書を返
　　送していない方は、回答を記入のうえ至急ご提出ください。
 長寿記念品のご案内
　平成31年４月１日～令和２年３月３１日に満７５歳を迎え、会員期間が５年以上の方に長寿記念品
（魚沼産お米食べ比べセット）を２月下旬にお届けします。

2019年度中に ７５歳になられた会員の皆様へ2019年度中に ７５歳になられた会員の皆様へ

３月３１日まで　詳しくは「From　　」１月号をご覧ください。

３月３１日まで　詳しくは「From　　」１月号をご覧ください。

●帝国ホテル　東京

●横浜ベイホテル東急

食事チケット　ご案内中です

３月感謝月間のお知らせ

見本


