
国立劇場キャンパスメンバーズ

平成28年9月のご案内
国立劇場キャンパスメンバーズご加入校の学生・教職員のみなさまは、下記チケットを一般料金より安く購入できます。

◎割引対象となる公演・キャンパスメンバーズ料金

月 �ジャンル �劇場 �公演日 �開演 時間 ��公演名 �キヤンハ○スメンハ〇一ス○料金 （カッコ内は一般料金） ��発売 開始日 

国 立 劇 �9 月 �文楽 �小劇場 �9／3 ～9／19 �11：00 16：00 ��9月文楽公演 第一部「－谷轍軍記」初段・二段目 第二部「寿式三番斐」／「一谷轍軍記」三段目 �1等席 �3，500円 （7，000円） �発売中 

舞踊 �大劇場 �9／10 �13：00 17：00 ��9月舞踊公演 「道成寺の舞踊」 �1等A席 �4，300円 （8，500円） �発売中 

特別企画 �大劇場 �9／24 �14：00 ��9月特別企画公演 �1等席 �2．300円 �発売中 
9／25 ���「日本の太鼓」 ��（4．500円） 

10 月 �受託 �大劇場 �10／1 �14：00 ��文化庁芸術祭オープニング 「歌い踊り奏でる日本の四季」 �指定席 �1．800円 （3，600円） �発売中 
歌舞伎 �大劇場 �10／3 �11：00 ��10月歌舞伎公演 �特別席 �6，500円 （13．000円） �電話9／6 

1等A席 �5，000円 （10．000円） 

1等B席 �3，300円 

場 ����～10／27 ���「通し狂言　仮名手本忠臣蔵　第一部」 ��（6，500円） �窓口9／7 

2等A席 �2．500円 （5，000円） 

2等B席 �1．400円 （2－800円） 

邦楽 �小劇場 �10／8 �13：00 ��10月邦楽公演 �指定席 �2，300円 �発売中 
～10／10 ���「邦楽鑑賞会」 ��（4，500円） 

声明 �大劇場 �10／29 �13：00 16：00 ��10月声明公演 「声明」 �1等席 �2，500円 （5，000円） �発売中 

11 月 �雅楽 �小劇場 �11／12 �14：00 ��11月雅楽公演 �指定席 �2，300円 �電話9／11 「創造する雅楽－これからの千年に捧ぐ－」 ��（4，500円） �窓口9／12 

舞踊 �小劇場 �11／26 �13 �00 �11月舞踊公演 �指定席 �4，000円 �電話9／11 
11／27 �16 �00 �「舞の会一京阪の座敷舞－」 ��（8．000円） �窓口9／12 

国 立 漬 1彙‾ コ方 墳 �9 月 �上席 �演芸場 �9／1 �13 �00 �9月上席 �指定席 �1．100円 �発売中 

～9／10 �18 �00 �昔音字桃太郎　ほか ��（2，100円） 

中席 �演芸場 �9／11 �13 �00 �9月中庸 �指定席 �1，100円 �発売中 
～9／20 �18 �00 �三遊亭円丈　ほか ��（2，100円） 

花形演芸会 �演芸場 �9／22 �13：00 ��9月花形演芸会 三遊亭萬橘ほか �指定席 �1，000円 （2．000円） �発売中 

特別企画 �演芸場 �9／24 �13：00 ��9月特別企画公演 「桂歌丸噺家生活六十五周年を祝う会」 �指定席 �1，600円 （3，100円） �発売中 

国立名人会 �演芸場 �9／25 �13：00 ��9月国立名人会 三遊亭金馬ほか �指定席 �1，600円 （3，100円） �発売中 

10 月 �上席 �演芸場 �10／1 ～10／10 �13 18 �00 00 �10月上席 �指定席 �1．100円 （2，100円） �電話9／1 窓口9／1 

中席 �演芸場 �10／11 ～10／20 �13 18 �00 00 �10月中庸 �指定席 �1．100円 （2．100円） �電話9／1 窓口9／1 

特別企画 �演芸場 �10／21 �13：00 ��10月特別企画公演 �指定席 �1，600円 �電話9／11 ～10／23 ���「五代目圃楽一門会」 ��（3．100円） �窓口9／12 

特別企画 �演芸場 �10／28 �13：00 ��10月特別企画公演 �指定席 �1，800円 �電話9／11 
「芸術祭寄席一忠臣蔵の世界一」 ��（3，600円） �窓口9／12 

花形演芸会 �演芸場 �10／29 �13：00 ��10月花形演芸会 �指定席 �1，000円 �電話9／11 
柳家小せん　ほか ��（2，000円） �窓口9／12 

国立名人会 �演芸場 �10／30 �13：00 ��10月国立名人会 �指定席 �1，600円 �電話9／11 
鈴々舎馬風　ほか ��（3，100円） �窓口9／12 

国 立 能 楽 �9 月 �定例公演 �能楽堂 �9／7 �13：00 ��狂言「口真似聾」井上松次郎（和泉流） 能「敦盛」観世喜正（観世流） �脇正面 ・GB席 �1，600円 （3，200円） �発売中 

定例公演． �能楽堂 �9／16 �18：30 ��狂言「萩大名」石田幸雄（和泉流） �脇正面 �1．600円 �発売中 
能「黒塚」高橋忍（金春流） �・GB席 �（3．200円） 

10 月 �定例公演 �能楽堂 �10／5 �13：00 ��狂言「合柿」茂山千五郎（大蔵流） �脇正面 �1．600円 �電話9／9 
堂 �������能「野宮」梅若万三郎（観世流） �・GB席 �（3，200円） �窓口9／10 

定例公演 �能楽堂 �10／21 �18：00 ��狂言「木六駄」野村万蔵（和泉流） �脇正面 �1．600円 �電話9／9 
能「葛城」浅井文義（観世流） �・GB席 �（3，200円） �窓口9／10 

※電話予約と窓口販売とで発売開始日が異なりますのでご注意ください。ご利用方法などの詳細は裏面をご覧ください。

㊨国立劇場東京♯千代田区隼町4番1号TEL：03－3265－7411（代表）


