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チケットのお求めは
大ホール・小ホール共通

※各公演のチケット発売日からシビックチケットで販売
※電話予約の場合は、1週間以内（公演により異なる場合があります。）

にシビックチケットで引き取り（代金引換郵便による郵送も可）

シビックチケット
予約専用電話 03-5803-1111

なお、チケット取扱に  が表示されている公演は、下記でもお求めいただけます。

 電子チケットぴあ  0570-02-9999
 ローソンチケット  0570-000-403

 CNプレイガイド  03-5802-9999
 イープラスhttp://eee.eplus.co.jp/

お願い
●電話番号は、おかけ間違いのないよう、お気をつけください。
●発売初日のチケット購入は、1公演4枚まで、お席は選べません。
●お買い上げいただいたチケットのキャンセル及び変更はできません。
●都合により出演者、演目等が変更されることがあります。

区民先行予約
について

※区民先行予約ができる方は、区内在住、在勤、在学の方です。
※区民先行の予約枚数には限りがあります。お席は選べません。あらかじめご了承ください。

（Pコード タナボタ企画：379-726 ※一部携帯電話と全社PHSは、ご利用いただくことができません。）

大ホール

主催公演チケットのご予約及びお問合わせ 03-5803-1111主催公演のご案内

12/8（土）3：00PM開演

感動と安らぎへの誘
いざな

い
響きの森
クラシック・シリーズ
Vol.22
指揮＝尾高忠明
ピアノ＝菊池洋子
管弦楽＝東京フィルハーモニー
　　　　交響楽団
曲目＝ベートーヴェン／
　　　ピアノ協奏曲第3番、
　　　ドヴォルザーク／
　　　交響曲第9番「新世界より」

〈指揮者が選ぶ1曲とミニトークがあります。〉

全席指定
S席5,000円、
A席4,000円、B席3,000円
●未就学児の入場はご遠慮願います。

チケット取扱 チケット＝好評発売中

12/15（土）5：00PM開演

　　16（日）3：00PM開演

井上バレエ団

「くるみ割人形
（全2幕）」

演出・振付＝関直人　指揮＝堤俊作
演奏＝ロイヤルメトロポリタン管弦楽団
お問合せ＝井上バレエ団 03-3416-3656
　　　　（月〜土 午前10時〜午後5時30分）

全席指定 S席8，000円、A席7，000円、
B席5，000円、C席3，000円
●3歳未満の方の入場はご遠慮願います。
※親子席は井上バレエ団のみで取り扱い
　（親子席12，000円（12歳以下1名と保護者1名の2枚1組））

チケット取扱 チケット＝好評発売中

12/21（金）7：00PM開演
　　22（土）7：00PM開演
　　23（日）3：00PM開演
　　24（月・祝）3：00PM開演

鼓童12月公演2007

「越境」
年末恒例の顔見世公演。2007年
を集大成する舞台をどうぞお見
逃しなく！

出演＝鼓童（和太鼓）
お問合せ＝鼓童チケットサービス 0259-86-2330
　　　　　（平日午前9時30分〜午後5時）

全席指定 S席6，000円、A席4,500円
●未就学児の入場はご遠慮願います。

チケット取扱 チケット＝好評発売中

2008年1/5（土）3：00PM開演

劇団四季 ファミリーミュージカル

「魔法をすてたマジョリン」
企画・演出＝浅利慶太
台本＝劇団四季文芸部 梶賀千鶴子
作曲＝鈴木邦彦　編曲＝宮川彬良
振付＝飯野おさみ、加藤敬二
お問合せ＝劇団四季 東京公演本部03-5776-6730
   　　　　（平日午前9時30分〜午後6時）
全席指定
　大人：
　S席5，250円、A席3，500円、B席3，000円
　小学生以下：
　S席3，150円、A席2，000円、B席1，500円
●3歳以上の方はチケットが必要です。
　（3歳未満の着席鑑賞は有料）

チケット取扱 チケット＝好評発売中

小ホール

2008年2/15（金）7：00PM開演

Bee
出演＝及川浩治（ピアノ）、
　　　石田泰尚（ヴァイオリン）、
　　　石川祐支（チェロ）

全席指定 4,000円
●未就学児の入場はご遠慮願います。

チケット取扱  

チケット発売＝１１月30日（金）10:00AMから

11/23（金・祝）2：00PM開演
     24（土）2：00PM・7：00PM開演
     25（日）2：00PM開演

劇団「昴」（すばる）公演
宮澤賢治原作

「宛名のない手紙」
いつの世にあっても人々の心に生き続ける賢治
の世界。あなたを賢治の世界に誘います。
千石三百人劇場の感動を再び！
出演＝水野龍司（山猫博士）、田島康成（チュンセ） 他

全席指定 3,500円
●未就学児の入場はご遠慮願います。
チケット取扱   チケット＝好評発売中

12/1（土）
10：30ＡＭ開演・2：00PＭ開演（2回公演）

音楽の絵本
出演＝ズーラシアンブラス、
　　　弦うさぎ（つるうさぎ）

全席指定 2,000円
●3歳以上の方はチケットが必要です。

チケットは完売しました。

次号の文京アカデミーSQUAREは12月5日発行です。

2008年2/5（火）7：00PM開演

バシュメット＆
モスクワ・ソロイスツ合奏団

ヴァイオリン＝諏訪内晶子
指揮・ヴィオラ＝ユーリー・バシュメット
演奏＝モスクワ・ソロイスツ合奏団

全席指定 S席8,000円、
A席6,500円、B席5,000円
●未就学児の入場はご遠慮願います。
★区民先行予約日11月16日（金）午前10時〜午後7時
　（1日限り  で電話予約のみ受付）

チケット取扱 チケット発売＝１１月21日（水）10：00AMから

2008年2/23（土）5：00PM開演

黄
く

金
が に

三
み ち

星
ぶ し

りんけんバンド
結成30周年
記念コンサート
今や日本の音楽界を席捲する沖縄ポップの先駆者・照屋林賢率
いる「りんけんバンド」が、21世紀の沖縄ポップ／沖縄文化を
担って行くであろう若手ゲスト数組と共に、文京シビックに30
周年を記念して初参上！

「ありがとう」「黄金三星」などの代表曲を始め、勇壮なエイサー
や観客を巻き込んでのカチャーシーでステージは華やかに展開。
寒風吹きすさぶ真冬の文京の街に沖縄ポップの熱い嵐が巻き起こる！

出演＝りんけんバンド
ゲスト＝ティンクティンク、琉球國祭り太鼓 東京支部・埼玉支部

全席指定 大人：5,500円、小学生以下：3,000円
●未就学児で座席を必要としない場合は入場無料。
★区民先行予約日11月15日（木）午前10時〜午後7時
　（1日限り  で電話予約のみ受付）

チケット取扱  チケット発売＝１１月26日（月）10：00AMから

11/27（火）7：00PM開演
　　28（水）7：00PM開演

区制60周年記念事業

TANA-GALA
タナボタ企画 スペシャル ガラ コンサート

フル・オーケストラの演奏で、タナボタ企画の林アキラと
岡幸二郎をはじめ男性ゲスト2名（石井一孝・山崎育三郎）、
女性ゲスト3名（伊東恵里・吉岡小鼓音・樹里咲穂）の計7
名のメンバーが、その素晴らしい歌声を惜しげもなく披露
する特別公演。そして3名の女性ダンサーが華を添えます。

構成・演出＝忠の仁
音楽監督・編曲・指揮＝藤野浩一
演奏＝東京ニューシティ管弦楽団
タナボタ企画  http://tanabota.m78.com

全席指定 A席7,000円
　　　　　　S席は完売しました。
●未就学児の入場はご遠慮願います。
チケット取扱 チケット＝好評発売中

11/10（土）2：00PM・6：30PM開演
　　11（日）2：00PM開演

区制60周年記念事業
熊川哲也Ｋバレエカンパニー WINTER 2007

「パキータ」「ラプソディ」「カルメン」
キャスト ※出演者は変更になる場合もございます。

パキータ ラプソディ カルメン
11/10（土）
2：00PM

長田佳世 荒井祐子 中村祥子
ニコライ・ヴィユウジャーニン 清水健太 宮尾俊太郎

11/10（土）
6：30PM

浅川紫織 東野泰子 松岡梨絵
遅沢佑介 輪島拓也 清水健太

11/11（日）
2：00PM

長田佳世 荒井祐子 中村祥子
ニコライ・ヴィユウジャーニン 清水健太 宮尾俊太郎

お問合せ＝チケットスペース 03-3234-9999
　　　　　（平日午前10時〜午後6時）
全席指定 S席15,000円、
A席12,000円、B席9,000円
●5歳以上入場可（但し、1席必要）
チケット取扱 チケット＝好評発売中

2008年3/22（土）3：00PM開演

感動と安らぎへの誘
いざな

い
響きの森
クラシック・シリーズ
Vol.23
指揮＝金聖響
ピアノ＝小山実稚恵
管弦楽＝東京フィルハーモニー交響楽団
曲目＝モーツァルト／ピアノ協奏曲第21番、
　　　マーラー／交響曲第１番「巨人」

〈指揮者が選ぶ1曲とミニトークがあります。〉

全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席3,000円
●未就学児の入場はご遠慮願います。

お申込み・お問合せ＝東京フィルチケットサービス
03-5353-9522（平日午前10時〜午後6時）

チケット発売＝１2月5日（水）

ⒸUniversal Music Photo: Shintaro ShiratoriⒸUniversal Music Photo: Shintaro Shiratori
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