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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 ☆☆

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

窓口 １１／２０まで
〒/FAX/ホームページ １１／１３まで From １０月号改組　新　第７回日展 １１／２２(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。

令和３年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　　　　　　　１１月券　１１月２５日（水）まで
　　　　　　　　　　　　　　１２月券　１２月２２日（火）まで
○ハガキ/FAX/ホームページ　１１月券　１１月１８日（水）午後５時必着
　　　　　　　　　　　　　　１２月券　１２月１５日（火）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
　　「１１月平日入場可能券」「１１月土日祝入場可能券」
　　「１２月平日入場可能券」「１２月土日祝入場可能券」

※今回は上記期間中、「11月平日入場可能券」「12月平日
　入場可能券」「11月土日祝入場可能券」「12月土日祝入
　場可能券」の販売。
　２０２１年１月分チケットの販売はございません。

○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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開 催 日

Bunkamura ザ・ミュージアム

●ゆう窓口販売　　　　　　　　令和３年１月２２日（金）まで
●ハガキ /FAX/ ホームページ　　　　　　１月１５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

11月21日（土）から令和３年1月24日（日）まで　

東京を中心とする美術館・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。六義園や旧古河庭園、清澄庭園など都内の文化財庭園が、新たに７庭園参加します。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、「ぐるっとパス」のご利用に際し、変更が
生じる可能性があります。
※お出かけの際には、必ず最新情報を各施設の公式ホームページでご確認いただくか、各施設にお問い
　合わせください。

●東京を中心とする美術館･博物館・動物園･水族園・植物園・庭園
　※各施設指定の展示に１回のみご利用いただけます。
　※施設によって、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。

●最初に利用した日から２ヶ月間【最終有効期限は、令和３年３月３１日（水）】

１,７００円（一般料金　２,２００円）　※大人料金のみとなります。　※払い戻し不可
※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。

●ゆう窓口販売　　　　　　　  令和３年１月２２日 (金 ) まで
●ハガキ /FAX/ ホームページ　　　　　１月２２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）
　　　　　　　　　　https://www.rekibun.or.jp/grutto/

対象施設

有効期間

料 金

申込方法

お問合せ先

会 場

料 金

申込方法

ベルナール・ビュフェ回顧展　私が生きた時代
２０世紀後半のフランスを代表する具象画家の一人ベルナール・ビュフェ（1928-1999）。
刺すような黒く鋭い描線と抑えた色彩を特徴とする画風は、第二次世界大戦直後の不安と虚無感を原点とし、サ
ルトルの実存主義やカミュの不条理の思想と呼応し一世を風靡しました。本展は、「時代」という言葉をキーワー
ドに、ベルナール・ビュフェ美術館（静岡県）が所蔵する油彩を中心とした約８０作品を振り返ります。

ベルナール・ビュフェ《ピエロの顔》1961 年、
油彩・カンヴァス ベルナール・ビュフェ美術館所蔵
©ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2020 E3886

○午前１０時～午後６時
　※入館は閉館の３０分前まで
○休館日　１/１（金・祝）
　※１/９（土）以降の土日祝日に限り【オンラインによる入場
　　日時予約】が必要となります。予約方法や最新の情報は展
　　覧会HPにてご確認ください。　　　　　　

※ゆうで、６００円の「当日券引換補助券」を発券します。当日、
　会場にて残金１,０００円をお支払いください。
※「当日券引換補助券」のみではご入館いただけません。
※館内混雑の際にはご入館をお待ちいただく場合があります。

一　般　　１,０００円（当日券　１,６００円）
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能楽には鬼が登場する曲が多くあります。能の鬼は人の怨霊や地獄のものとして
扱われますが、狂言では人間より非力であったり一般社会の習俗に深く興味を持
つ、どこか憎めないキャラクターです。想像上のいきものを恐れつつも親しみを
持って接し時にはやり込める、中世の人々の笑いを存分にお楽しみください。

新春　『五木先生の歌う！
SHOW学校』　舞台版

1/16（土）12：00
Ｓ席指定　6,500円

会場：明治座（浜町）
枚数：10枚（一会員2枚まで）
＊未就学児入場不可　
＊発券が12月中旬以降になります。

よみがえる明治座東京喜劇

＊未就学児入場不可　＊発券が12月中旬以降になります。

会場：明治座（浜町）
枚数：10枚（一会員2枚まで）

S席指定　7,800円
2/11（木・祝）11：00

森山良子コンサートツアー
2020～2021

ベートーヴェン生誕250周年

ベートーヴェン　ヴァイオリン・ソナタ全曲演奏会
徳永二男　　 ＆仲道郁代

❶１/９（土）13：00　
❷１/９（土）16：30

❶12/26（土）15：30　❷12/27（日）15：30

＊未就学児入場不可

現代最高の名手と辿る　ベートーヴェンの軌跡

会場：東京文化会館　小ホール
　　（上野）
枚数：各回６枚（一会員2枚まで）

S席指定　5,800円

狂言の会 -茂山狂言会-
狂言鬼ざんまい

＊未就学児入場不可

会場：セルリアンタワー能楽堂（渋谷）
枚数：各回４枚（一会員2枚まで）

A席脇正面席指定　4,500円

DRUM TAO THE BEST LIVE
ー祭響Saikyoー

1/13（水）19：00

＊6歳未満入場不可
＊間隔を空けるため、当日お席を移動して
　いただく場合がございます。
世界観客動員数８００万人超！
圧倒的な音表現を持つ和太鼓を驚異のパフォーマンスで表現する
DRUM TAOは、想像を完全に裏切る新時代「日本エンターテインメント」

Ｓ席指定　5,600円

（一般料金　10,000円） （一般料金　12,500円）

豪華二部構成でお届けするスペシャルステージ！
五木先生による台本なしの熱血指導！

カントリー&ウェスタン、ジャズ、クラシック、フォーク・ソング、
歌謡曲など、長い間さまざま音楽と向き合いながら、その天性の美しい
声と抜群の歌唱力で高い人気を誇っています。毎年大好評のオーチャード
ホール公演に、ぜひご期待ください。

第一部「こちとら大奥様だぜぃ！」
原案：小野田勇『俺はお殿様』より　
脚色・演出：宅間孝行　出演：田中美佐子　宅間孝行　ほか
第二部「ビバリー昼ズ寄席」ゲスト：ナイツ

＊未就学児入場不可 
＊ご購入後の払い戻しは致しません。

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） 

1/15（金）17：00
全席指定　4,800円
（一般料金　7,500円） （一般料金　9,000円）

曲目：12/26　ヴァイオリン・ソナタ　第１番　第２番　第３番　第４番　第7番
　　　12/27　ヴァイオリン・ソナタ　第５番「春」第６番　第８番　第１０番　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　第９番「クロイツェル」

（一般料金　8,700円）
（一般料金　7,000円）

演目：解説、狂言「節分」「清水」「首引」

2022年デビュー20周年に向けて　Vol.２

上原彩子　ピアノ・リサイタル

曲目：ショパン　24のプレリュード、プレリュードOp.45　
　　　ラフマニノフ　プレリュードOp.23-1,POｐ23-6、
　　　ショパンの主題による変奏曲Op.22

“鍵盤の音楽史”に永遠にその名を刻む2人のピアニスト・作曲家への
　オマージュ『ショパン＆ラフマニノフの世界』

1/13（水）19：00 1/８（金）19：00
Ｓ席指定　3,600 円
（一般料金　5,000 円）

＊未就学児入場不可
日本人として初めてロストロポーヴィチ国際コンクールで優勝し、国際的な
活動を繰り広げるチェリスト・宮田大。その圧倒的な演奏は、世界的指揮者・
小澤征爾にも絶賛される。

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）

ⓒヒダキトモコ　Taku Miyamoto

ⓒ上杉遥

（ヴァイオリン） （ピアノ）

宮田大 チェロ・リサイタル 2021

出演：宮田大（チェロ）　福間洸太朗（ピアノ）
曲目：グラズノフ：吟遊詩人の歌Op.71, ラフマニノフ：チェロ・ソナタ
　　　レスピーギ/小林幸太郎編：リュートのための古風な舞曲とアリア第3組曲　ほか

＊未就学児入場不可　＊やむを得ない事情により、曲目が変更になる場合があります。

会場：紀尾井ホール
　　 （四ツ谷・赤坂見附・永田町・麹町）
枚数：２枚（一会員２枚まで）

S席指定　3,900円
（一般料金　6,000円）

ⓒMasaaki Hiraga

ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」全力応援！！
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