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カード・商品券・回数券　好評販売中！！
種　類 一般価格 販売価格 年度内購入制限

●　　窓口　　　　　　　　　　　　　　　　
●電話 /ハガキ /ＦＡＸ/ホームページにて会員番号・氏名・チケット名・枚数・
　送付先（自宅または勤務先）を明記してお申込みください。

令和３年３月３１日（水）まで

※営業状況をご確認のうえ、お申込みください。

一会員　年度内　１０枚まで　（完売をもって販売終了）

●チケット申込後のキャンセル・枚数変更はできません。
●宿泊施設をご利用の方は直接「予約センター」へお申し込みください。
　宿泊の場合、入場券は１泊１名２枚（２泊の場合１名３枚）必要となります。
　（詳しくは　　　利用ガイド２０２０をご覧ください）

１枚　８００円【大人・小人・幼児共通】　※３歳以上有料
（通常料金：大人３,５７０円・小人２,２５０円・幼児１,６４０円）

郵送の場合は、代金引換郵便になります。(代金引換郵便手数料のお支払いが必要です )
詳しくは、「利用ガイド２０２０」６ページをご覧ください。

利用期間

そ の 他

販売枚数

申込方法

料　　金

足立区内共通商品券
クオカード

はるかぜ回数券
　（新日本観光自動車のみ）

図書カードNEXT

ジェフグルメカード

足立区内公衆浴場入浴回数券
（有効期限：令和３年６月３０日）

５,０００円（５００円×１０枚）

５,０００円

２,０００円
（２１０円×１０枚+１００円×１枚）

３,０００円

５,１７０円（４７０円×１１枚）

３,０００円（５００円×６枚）

４,７００円
４,７００円
１,８００円

２,７００円

４,１００円

２,７００円

１０セット

１０枚

１０冊

１０枚

１０セット

６冊

販売期間 通年販売 利用期限なし

販売枚数 １会員５シート １シート　４,７００円（１シート３００円券×２０枚綴り）

申込方法

利用施設

そ の 他

総合スポーツセンター、スイムスポーツセンター、東綾瀬公園温水プール、千住温水プール、
中央本町センター、東和センター、佐野センター、江北センター、興本センター、伊興センター、
鹿浜センター、梅田センター、花畑センター

●　　窓口 　
●ハガキ /ＦＡＸ/ホームページにて会員番号・氏名・チケット名・枚数・送付先（自宅または勤務先）を
　明記してお申込みください。

●施設により料金が異なります。
●現金と回数券は併用できますが、おつりはでません。
●破損・汚損の場合、利用できなくなることがありますのでご注意ください。
●購入後のキャンセル、再発行、払い戻しはできません。
●個人利用時のみ使用できます。団体利用では使用できません。
●利用者の年齢や障害手帳の有無によって無料になることがあります。
　回数券ご購入前に必ず利用予定の施設にご確認ください。

足立区内１３施設で利用できるお得な回数券を販売しています。近隣の各施設でご利用ください
※各施設の営業状況をご確認のうえ、お申し込みください。

利用期間

販売価格
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チケット名 開催日程 販売期間 詳細

　
（注）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 ☆☆

窓口 １１／２７まで
〒/FAX/ホームページ １１／２０まで From ９月号日本美術の裏の裏 １１／２９(日)まで

開催日時

会　　場

料　　金

申込方法

そ の 他

事前に日時指定していただく必要はございませんが、１日の入場設定人数に達した場
合は、ご入場いただけません。
会場混雑状況は　本展 HP （www.kingandqueen,jp）よりご確認の上、お出かけく
ださい。
なお、指定の月のうちにご利用できない場合、払い戻しはできません。
※展覧会概要は、新型コロナウイルスの影響により、変更となる場合がございます。  
　公式HPにて最新情報を必ずご確認ください。

♤KING&QUEEN展♢　
ロンドン・ナショナル・ポートレートギャラリー所蔵

 本展は、テューダー朝から現ウィンザー朝まで、5つの王朝の貴重なポートレート作品（絵画・写真
等）約90点が、世界屈指の肖像画専門美術館ロンドン・ナショナル・ポートレートギャラリーより来
日。作品の魅力と併せ、美しく気品に満ちた肖像画のモデルである王室の面々が辿った運命・・幾度と
なく映像化や舞台化され、いつの時代も世界中を虜にする「英国王室の物語」を存分にお届けします。

１０月１０日（土）から１月１１日（月・祝）まで

上野の森美術館（東京・上野公園）

一　般　　平　日  １,６００円（定価　１,８００円）
　　　　　土日祝  １,８００円（定価　２,０００円）

○ゆう窓口販売　　　　　　　１０月券　１０月２７日（火）まで
　　　　　　　　　　　　　　１１月券　１１月２５日（水）まで
○ハガキ/FAX/ホームページ　１０月券　１０月２０日（火）午後５時必着
　　　　　　　　　　　　　　１１月券　１１月１８日（水）午後５時必着　
○一会員５枚まで（全期間とおして）　　㊟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。
〇希望券種を必ずご記入ください
　　「１０月平日入場可能券」「１０月土日祝入場可能券」
　　「１１月平日入場可能券」「１１月土日祝入場可能券」

※今回は上記期間中、「10月平日入場可能券」「11月平日
　入場可能券」「10月土日祝入場可能券」「11月土日祝入
　場可能券」の販売。12月券は11月号でご案内予定。

○開館時間：午前１０時～午後５時　
　　　　　　※金曜日は午後８時まで。会期中無休。
　　　　　　※最終入館は、閉館の３０分前。

※高校生・大学生/小中学生の取り扱いはございません。

－名画で読み解く 英国王室物語－

Queen Elizabeth Ⅱby Dorothy Wilding, 
hand-coloured by Beatrice Johnson(1952) 
©William Hustler and  Georgina Hustler /
 National Portrait Gallery

《エリザベス 2世》
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改組　新　第７回日展
１０月３０日（金）から１１月２2日（日）まで
○午前１０時～午後６時　　　　
　※入場は午後５時３０分まで
○休館日…１１月４日（水）、１０日（火）、１７日（火）

国立新美術館　（六本木）

一　般　　７００円（当日券　１,３００円）
※小中学生は無料（入口で学生証提示をいただく場合があります）

○ゆう窓口販売　　　　　　　　 １１月２０日（金）まで
○ハガキ/FAX/ホームページ　　 １１月１３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。

※新型コロナウイルス感染症の感染予防拡散防止に伴い、美術館内での「密閉・密集・密接」
　な状況の発生を防ぐため、入場制限をさせていただく場合がありますので、あらかじめご了
　承ください。

開催日時

会　　場

料　　金

申込方法

そ の 他
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世界中で多くの聴衆を魅了し続けている、日本を代表する国際的ヴァイ
オリニストの前橋汀子と日本のトップ奏者たちによる夢の弦楽カルテッ
ト。ベートーヴェン生誕250周年記念イヤーにお届けするオールヴェー
トーベンプログラムをご堪能ください。

「愛の讃歌」「黒い鷲」「マイ・ウェイ」「枯葉」「広い河の岸辺」「妻
が願った最後の『7日間』」「世情」「フローズン・ダイキリ」などシ
ャンソン、スタンダードナンバーからオリジナルソングまで、“ク
ミコ”になって 20年の集大成をお届けします。

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。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　　１０月２６日（月）　<午後５時必着>
◆通　　知　　当選者の方に11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11/１6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　　 2020」P38 をご覧ください。利用補助

＊新型コロナウイルス蔓延防止のため急遽、中止ま

　たは延期になる場合がございます。ご了承の上、

　お申し込みください。

＊ゆう販売公演にて、新型コロナウイルス感染が発

　生したときは、購入者やその家族への影響を考慮

　し、参加者情報を公演運営先等に提供する場合が

　あります。

＊座席間隔を取るため、お席が離れる場合があります。

＊ご来場にあたり各公演公式HPにて最新情報をご確

　認ください。

国立劇場

会場：国立劇場　大劇場
　　（半蔵門・永田町）
枚数：各回８枚
　　（一会員２枚まで）

一等席指定　4,300円
（一般料金　7,000円）

❶11/22（日）第1部 12：00（予定）　
❷11/22（日）第2部 16：00（予定）

11月歌舞伎公演

演目：鋭意選定中　出演：第1部 中村吉右衛門ほか　第2部 片岡仁左衛門ほか

約２時間程度の上演時間による二部制で上演！
生の舞台ならではの迫力と感動を、ぜひ国立劇場で！

＊出演者・演目等の詳細は、国立劇場ホームページをご覧ください。

前橋汀子　弦楽カルテット

＊未就学児入場不可

会場：かつしかシンフォニーヒルズ　アイリスホール
　　（青砥）
枚数：10枚
　　（一会員2枚まで）

（一般料金　4,800円）全席指定　2,800円
11/26（木）19：00

小松亮太タンゴ五重奏
with 彩吹真央

＊未就学児入場不可　
＊隔席に制限し販売いたします。収容率が緩和された場合は、制限していた隔
　席を開放し販売する場合がございます。予めご了承ください。

❶12/19（土）13：30　❷12/20（日）13：30

©Yusuke Takamura

全席指定　4,300円
（一般料金　7,000円）

会場：シアター1010（北千住）
枚数：各回10枚（一会員2枚まで）

予定曲目　ピアソラ：リベルタンゴ　ロドリゲス：ラ・クンバルシータ　
　　　　　モーレス：ウノ（曲目は変更になる場合がございます）

元宝塚歌劇団、豊かな歌唱力を持つ女優・彩吹真央と小松亮太の共演！
2020年の締めにお贈りするアルゼンチンタンゴの世界。

2020クミコ コンサート　わが麗しき歌物語
Vol.3

～シャンソンとクミコの歌たち～

ゲスト：コーラスエンターテインメント集団 ベイビー・ブー
　　　　桑原あい（ジャズ・ピアニスト）

11/27（金）16：00
全席指定　5,000円
（一般料金　8,500円）

会場：EXシアター六本木（六本木）
枚数：10枚（一会員2枚まで）
＊未就学児入場不可　＊1ドリンク代込み
＊曲目は変更になる場合があります。

春風亭一朝一門会
12/12（土）16：00

出演：春風亭一朝　柳朝　一之輔　三朝　一左　
　　　一蔵　朝之助　春風一刀　一花　一猿　朝枝

今年の締めくくりはズラリと並んだ春風亭一朝一門会！
来る年の希望をお題に大喜利もお楽しみください。

＊未就学児入場不可

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）

全席指定　2,500円
（一般料金　4,000円）
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すでに５枚購入された会員の方も、さらに１０枚追加購入できます。

施 設 名

そ の 他

スポーツクラブ利用券　好評発売中　再度購入OK!

申込期間

販売枚数

利用料金

申込方法

それぞれ完売をもって終了

一会員　各施設１５枚まで（年度内）

一　枚　６００円　(ただしセントラル西新井７００円・ゴールドジム北千住８００円）
○　　窓口～会員証提示で購入できます
○ハガキ・ＦＡＸ・ホームページ～会員番号・会員氏名・利用施設名・枚数・
　送付先（自宅または勤務先）を明記してお申し込みください。

○ダンロップスポーツウェルネス綾瀬………………☎０３－３６９０－７９９７
　・営業時間　　平　　　　日　9：00～23：00／土曜日9：00～20：30
　　　　　　　　日曜日・祝日　9：00～19：00
　・休 館 日　　毎週木曜日(祝日営業)　　　※利用は15歳以上（中学校卒業）
○セントラルフィットネスクラブ亀有………………☎０３－５６８０－０３０３
　・営業時間　　平　　　　日　10：00～22：00／土曜日10：00～21：00
　　　　　　　　日曜日・祝日　10：00～18：00
　・休 館 日　　毎週月曜日　　　　　　　　※利用は16歳以上
○セントラルウェルネスクラブ西新井………………☎０３－５８８８－３５６１
　・営業時間　　平　　　　日　9：30～22：30／土曜日10：00～20：00
　　　　　　　　日曜日・祝日　10：00～19：00
　・休 館 日　　毎週金曜日・季節休館日　　※利用は16歳以上
○セントラルフィットネスクラブ竹の塚……………☎０３－５８５１－００５０
　・営業時間　　平　　　　日　9：00～22：00／土曜日9：00～20：00
　　　　　　　　日曜日・祝日　10：00～18：00
　・休 館 日　　毎週月曜日・季節休館日　　※利用は16歳以上
○朝日スポーツクラブ〔BIG-S竹の塚〕……………☎０３－５２４２－１３３１
　・営業時間　　平　　　　日　9：30～23：00／土曜日9：30～22：00
　　　　　　　　日曜日・祝日　9：30～19：00
　・休 館 日　　毎週金曜日　　　　　　　　※利用は16歳以上
○ゴールドジム北千住東京…………………………・☎０３－５２８４－３６３６
　・営業時間　　平　　　　日　7：00～23：30／土曜日7：00～23：30
　　　　　　　　日曜日・祝日　7：00～20：00
　　　　　　　　プール　平日・土曜日10：00～23：00、日曜日10：00～20：00
　・休 館 日　　第３月曜日（祝日営業）　　※利用は16歳以上

○ご利用は会員と家族のみです。紛失しても再発行いたしません。
○ご購入後のキャンセル、再発行、払い戻しはできません。ご注意ください。
○利用内容によって別料金が必要になります。直接施設にご確認ください。

営
業
時
間
を
短
縮
し
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す

各
施
設
に
確
認
の
う
え
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

❶１２月　７日（月）第２部　午後７時半開演～午後９時終演予定
❷１２月１０日（木）第１部　午後５時開演　～午後６時半終演予定
❸１２月１０日（木）第２部　午後７時半開演～午後９時終演予定

「伝統芸能の殿堂で味わう芸の真髄！」

第１部 「仮名手本忠臣蔵」
　文楽屈指の大作！主君の無念と家臣の本懐、その陰で散った或る青年の願い…切なさのあふれる勘平の物語。
第２部 「桂川連理柵」
　帯屋に纏わる二通の手紙、その文に込めた女性たちの願い。世話物の名作！

国立劇場　小劇場（東京メトロ半蔵門線半蔵門駅下車徒歩５分）

各回６枚　※一会員４枚まで

１０月２６日（月）午後５時必着 １等席 ２,５００円（一般料金 ４,５００円）

ハガキ／ＦＡＸ／ホームページで会員番号、会員氏名、チケット名、希望日（備考欄等に第２希望の記載可）、
枚数、送付先（自宅or勤務先）を明記してお申込みください。

●申込多数の場合には抽選です。申込期限後のキャンセル・変更はできません。
●当落については１１月４日（水）以降電話にてご照会ください。当選された方には１１月下旬までにチケットを
　発送しますので、到着後１週間以内に同封のコンビニ払込票にてチケット代をお支払いください。

開催日時

会 　 場

演 　 目

募集人員

申込方法

申込期限 販売価格

そ の 他
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