
国立劇場キャンパスメンバーズ

平成28年11月のご案内
◎以下の公演にキャンパスメンバーズ料金が適用されます。

月 �ジャンル �劇場 �公演日 �開演時間 �公演名 �キヤン八〇スメンハ●－ス○料金 （カッコ内は一般料金） ��発売開始日 

国 立 劇 場 �11 月 �歌舞伎 �大劇場 �11／2 ～11／26 �11：00 �11月歌舞伎公演 「通し狂言仮名手本忠臣蔵第二部」 �特別席 �6，500円 （13，000円） �発売中 

1等A席 �5，000円 （10．000円） 

1等B席 �3，300円 （6，500円） 

2等A席 �2，500円 （5，000円） 

2等B席 �1，400円 （2．800円） 

雅楽 �小劇場 �11／12 �14：00 �11月雅楽公演 「創造する雅楽一これからの千年に捧ぐ－」 �指定席 �2，300円 （4，500円） �発売中 

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

12 月 �歌舞伎 �大劇場 �12／2 �11：00 �12月歌舞伎公演 �特別席 �6，500円 （13，000円） �電話11ノ6 

1等A席 �5．000円 （10，000円） 

1等B席 �3．300円 ～12／26 ��「通し狂言　仮名手本忠臣蔵　第三部」 ��（6．500円） �窓口11／7 

2等A席 �2．500円 （5，000円） 

2等B席 �1．400円 （2，800円） 

文楽 �小劇場 �12／3 �10：30 �12月文楽公演 �1等席 �3，500円 �電話1り7 
～12／19 �16：30 �「通し狂言仮名手本忠臣蔵」 ��（7．000円） �窓口11／8 

1 月 �邦楽 �小劇場 �り14（長唄の金） �14：00 �1月邦楽公演 「邦楽鑑賞会一長唄の会・三曲の会一」 �指定席 �2．300円 （4．500円） �電話11／11 窓口11／12 り15（三曲の会） 

民俗芸能 �小劇場 �1／21 �11：00、14：30 �1月民俗芸能公演 早池峰神楽／壬生狂言／淡路人形芝居 �指定席 �2．000円 （4，000円） �電話1り11 窓口11／12 
1／22 �14：00 

¶ 立‾ 漬 叢′ �11 月 �上席 �演芸場 �11／1 　～10／10 �13：00 �11月上席 三代目橘家文蔵ほか �指定席 �1．100円 （2．100円） �発売中 

4日のみ 13：00、18：00 

中席 �演芸場 �11／11 　～10／20 �13：00 �11月中席 春雨や雷蔵ほか �指定席 �1，100円 （2．100円） �発売中 18日のみ 13：00、18：00 

花形演芸会 �演芸場 �11／23 �13：00 �11月花形演芸会 瀧川鯉橋ほか �指定席 �1，000円 （2，000円） �発売中 

特別企画 �演芸場 �11／26 �13：00 �11月特別企画公演 「正蔵正蔵を語る」 �指定席 �1．600円 （3．100円） �発売中 

国立名人会 �演芸場 �11／27 �13：00 �11月国立名人会 三遊亭道三ほか �指定席 �1．600円 （3．100円） �発売中 

12 月 �上席 �演芸場 �12／1 �13：00 �12月上席 �指定席 �1，100円 �電話11／1 

′≡嶋 ����～12／10 �9日のみ 13：00、18：00 �三笑亭可楽　ほか ��（2，100円） �窓口11／1 

中席 �演芸場 �12／11 ～12／20 �13：00 �12月中席 �指定席 �1．100円 （2．100円） �電話11／1 窓口11／1 16日のみ 13：00、18：00 

特別企画 �演芸場 �12／23 �13：00 �12月特別企画公演 �指定席 �1，600円 �電話11／11 
「『円丈百席』を聴く会～円丈作品集～」 ��（3．100円） �窓口11／12 

花形演芸会 �演芸場 �12／24 �13：00 �12月花形演芸会 立川志ら乃ほか �指定席 �1，000円 （2，000円） �電話11／11 窓口11／12 

国立名人会 �演芸場 �12／25 �13：00 �12月国立名人会 桂歌丸ほか �指定席 �1，600円 （3，100円） �電話11／11 窓口11／12 

国 立 能 楽 堂 �11 月 �定例公演 �能楽堂 �11／18 �18：00 �狂言「木六駄」山本泰太郎（大蔵流） 能「葛城」出雲康雅（喜多流） �脇正面 ・GB席 �1．600円 （3．200円） �発売中 

定例公演 �能楽堂 �11／30 �13：00 �狂言「飛越」高澤祐介（和泉流） 能「蝉丸」佐野由於（宝生流） �脇正面 ・GB席 �1，600円 （3，200円） �発売中 

12 月 �定例公演 �能楽堂 �12／7 �13：00 �狂言「箕被」石田幸雄（和泉流） �脇正面 �1，600円 �電話11／9 能「遊行柳」友枝昭せく喜多流） �・GB席 �（3，200円） �窓口11／10 

定例公演 �能楽堂 �12／16 �18：30 �狂言「胸突」野村又三郎（和泉流） �脇正面 �1，600円 �電話11／9 
能「船弁慶」辰巳満次郎（宝生流） �・GB席 �（3，200円） �窓口11／10 

※電話予約と窓口販売とで発売開始日が異なります。詳細は裏面をご覧ください。

㊨国立劇場東京都千代田区隼町4番1号TEL：03－3265－741日代表）


