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　日　　時
　5月9日（木）18：30開演
　場　　所
　たましんＲＩＳＵＲＵホール
　　　　　大ホール（立川）
　料　　金
　全席指定　3，0００円
　　　　　　　（一般 5，０００円）
　枚　　数
　1０枚
　申込期間
　3月1日（金）～3月7日（木）

　日　　時
　5月9日（木）18：30開演
　場　　所
　たましんＲＩＳＵＲＵホール
　　　　　大ホール（立川）
　料　　金
　全席指定　3，0００円
　　　　　　　（一般 5，０００円）
　枚　　数
　1０枚
　申込期間
　3月1日（金）～3月7日（木）
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　日　　時
　6月2日（日）16：00開演
　場　　所
　明治座
　料　　金
　Ｓ席　10，0００円
　　　　　（一般 13，０００円）
　枚　　数
　1０枚
　申込期間
　3月1日（金）～3月7日（木）

　日　　時
　6月2日（日）16：00開演
　場　　所
　明治座
　料　　金
　Ｓ席　10，0００円
　　　　　（一般 13，０００円）
　枚　　数
　1０枚
　申込期間
　3月1日（金）～3月7日（木）

　日　　時　6月1日（土）16：30開演

　場　　所　たましんＲＩＳＵＲＵホール
　　　　　　大ホール（立川）

　料　　金　全席自由席　１，５００円
　　　　　　　　　　 　（一般 ２，０００円）

　枚　　数　2０枚

　申込期間　3月1日（金）～3月7日（木）

　日　　時　6月1日（土）16：30開演

　場　　所　たましんＲＩＳＵＲＵホール
　　　　　　大ホール（立川）

　料　　金　全席自由席　１，５００円
　　　　　　　　　　 　（一般 ２，０００円）

　枚　　数　2０枚

　申込期間　3月1日（金）～3月7日（木）
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　日　　時　5月26日（日）11：00開演
　場　　所　明治座
　料　　金　Ｓ席　１0，0００円
　　　　　　　　　（一般 13，5００円）
　枚　　数　1０枚
　申込期間　3月1日（金）～3月7日（木）

　日　　時　5月26日（日）11：00開演
　場　　所　明治座
　料　　金　Ｓ席　１0，0００円
　　　　　　　　　（一般 13，5００円）
　枚　　数　1０枚
　申込期間　3月1日（金）～3月7日（木）
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　日　　時　5月14日（火）19：00開演

　場　　所　Bunkamura
　　　　　　オーチャードホール

　料　　金　全席指定　5，0００円
　　　　　　　　　　 （一般 6，8００円）

　枚　　数　4枚

　申込期間　3月1日（金）～3月7日（木）　

　日　　時　5月14日（火）19：00開演

　場　　所　Bunkamura
　　　　　　オーチャードホール

　料　　金　全席指定　5，0００円
　　　　　　　　　　 （一般 6，8００円）

　枚　　数　4枚

　申込期間　3月1日（金）～3月7日（木）　
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　開館期間　4月27日（土）～6月30日（日）
　　　　　　　　 ※ 5/7、 21、 6/4　休館

　開館時間　10：00～18：00
　　　　　　　　　（入館は17：30まで）
　　　　　　　　  毎週金・土曜日は21：00まで
                           （入館は20：30まで）

　会　　場　Bunkamura ザ・ミュージアム
　料　　金　一般　1，0００円
　　　　　　　　　（当日券 1，5００円）　
　申込期間　3月1日（金）～3月7日（木）　

　開館期間　4月27日（土）～6月30日（日）
　　　　　　　　 ※ 5/7、 21、 6/4　休館

　開館時間　10：00～18：00
　　　　　　　　　（入館は17：30まで）
　　　　　　　　  毎週金・土曜日は21：00まで
                           （入館は20：30まで）

　会　　場　Bunkamura ザ・ミュージアム
　料　　金　一般　1，0００円
　　　　　　　　　（当日券 1，5００円）　
　申込期間　3月1日（金）～3月7日（木）　

～ 狂言の夕べ ～　立川公演～ 狂言の夕べ ～　立川公演

出演：坂本冬美　泉ピン子
　　　丹羽貞仁　清水由紀　小山典子　森山愛子／三田村邦彦 ほか

出演：浅野ゆう子　一路真輝　瀬名じゅん
　　　水夏希　　　葛山信吾　磯部勉
　　　川﨑麻世　　今拓哉　　太川陽介

※未就学児の入場不可※未就学児の入場不可 ※未就学児の入場不可※未就学児の入場不可

CONCERT TOUR 2019

電話受付
先着順

電話受付
先着順

電話受付
先着順

電話受付
先着順

電話受付
先着順

電話受付
先着順明治大学

マンドリン倶楽部
演奏会

明治大学
マンドリン倶楽部

演奏会

印象派への旅　海運王の夢

新妻 聖子新妻 聖子

ー 特別公演 ー 泉ピン子
友情出演
泉ピン子
友情出演



＊予告なく、営業時間／受付時間が変更される場合もございます。
　予めご了承ください。

所在地
東京都港区台場1-6-1デックス東京ビーチ アイランドモール3階
Ｈ　Ｐ
https://www.madametussauds.jp/tokyo/ja/  
料　金
１，０００円
チケット有効期限
２０１９ 年7月30日
営業時間
平　日11:00～20:00
土日祝10:00～20:00
　　　 　(最終入場は19:00)
定休日：不定休
（デックス東京ビーチの休館日に準ずる）
申込期間
3月1日（金）～
　　　　　3月7日（木）

所在地
東京都港区台場1-6-1デックス東京ビーチ アイランドモール3階
Ｈ　Ｐ
https://www.madametussauds.jp/tokyo/ja/  
料　金
１，０００円
チケット有効期限
２０１９ 年7月30日
営業時間
平　日11:00～20:00
土日祝10:00～20:00
　　　 　(最終入場は19:00)
定休日：不定休
（デックス東京ビーチの休館日に準ずる）
申込期間
3月1日（金）～
　　　　　3月7日（木）

所在地
東京都港区台場1-6-1デックス東京ビーチ アイランドモール3階
ＨＰ
https://tokyo.legolanddiscoverycenter.jp/
料金
１，０００円（一般料金　3歳以上：2,500円）
チケット有効期限
2019年7月30日
営業時間
平　日10:00～20:00
 ※最終入場18:00
土日祝10:00～21:00
 ※最終入場 19:00
定休日：不定休
（デックス東京ビーチの休館日に準ずる）
申込期間
3月1日（金）～3月7日（木） 

所在地
東京都港区台場1-6-1デックス東京ビーチ アイランドモール3階
ＨＰ
https://tokyo.legolanddiscoverycenter.jp/
料金
１，０００円（一般料金　3歳以上：2,500円）
チケット有効期限
2019年7月30日
営業時間
平　日10:00～20:00
 ※最終入場18:00
土日祝10:00～21:00
 ※最終入場 19:00
定休日：不定休
（デックス東京ビーチの休館日に準ずる）
申込期間
3月1日（金）～3月7日（木） 
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◆ 配布開始日：3月7日（木）より、事務局窓口で配布いたします。
　　　　　　　（配布予定枚数が終わり次第終了となります。）
◆ 配 布 枚 数：１会員5枚まで（1人/１回につき１枚使用）
◆ 利 用 期 間：2019年4月１日～2020年3月31日までの１年間
◆ 利 用 方 法：購入時に各チケット窓口に「コーポレートプログラム利用券」をお出しください。

年間を通して「東京ディズニーランド＆東京ディズニーシー」のパークチケットを1,000円割引で購入できます。

＊予告なく、営業時間／受付時間が変更される場合もございます。
　予めご了承ください。　　　　　
＊予告なく、営業時間／受付時間が変更される場合もございます。
　予めご了承ください。　　　　　

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）一般料金　大人(中学生以上：2,300円）
　　　　　小人(3歳以上　 :1,800円）
一般料金　大人(中学生以上：2,300円）
　　　　　小人(3歳以上　 :1,800円）

マダム・タッソー東京マダム・タッソー東京

チケット申込受付案内
■受付開始日
　3月1日（金）午前9時より電話で受付いたします。
事業所名、会員名、電話番号、枚数等をご連絡下さい。
※西武園ゆうえんちフリーパスは電話での受付はしていません。
発売開始日4月1日（月）より、直接お越しください。
全て先着順です。申込期間内であっても予定枚数が終わり次第
終了となります。

■チケットのお渡し
　西武園ゆうえんちフリーパスは申込（発売）開始日より受け取りが出来ます。
　その他のチケットは申込期間終了後、チケットが届き次第ご連絡いたします。
　※４月1日以降のお渡しとなります。
■チケットの受取期間
　ご連絡後２週間以内にお受け取りをお願いいたします。
■キャンセルについて
　申込期間終了後のキャンセルは出来ませんのでご注意ください。

マダム・タッソー東京マダム・タッソー東京電話受付
先着順

電話受付
先着順

ディスカバリー・センター東京
レゴランドレゴランド




