新国立劇場主催公演 各種割引のご案内
各種割引

割引率

（D 席・Z 席は割引対象外／各種割引の併用はできません）

■ 高齢者割引

保険証など
％
OFF

（65 歳以上）

■ 学生割引

学生証

割引

▶ ジュニア割引

◯ ◯

％

OFF

就学前（バレエ公演は４歳未満）のお子様はご入場いただけません

入場時に
年齢が確認できる証明書

◯ ◯ ◯

がございます

Web ボックスオフィス等
でもお求め頂けます（※２）

％ の提示をお願いする場合

学生証

学生割引

％
OFF

公演当日朝１０：００より残席がある場合のみ

■ 障害者割引

％

第１種の障害者手帳などをお持ちの方（※４）は
お付き添い１名様のみ無料（２名様目からは正価になります）

中学生以下の方で
学生証がない場合は
保険証などご年齢が
確認できるもの

障害者手帳

OFF

について

など（※３）

ご希望の公演の最低料金（Z 席を除く）
お付き添い１名様のみ無料

各劇場に車椅子スペースがございます。車椅子をご利用のお客様は
新国立劇場ボックスオフィス（窓口・電話）にてご購入ください。

■

円

-

OFF

（中学生以下）

車椅子スペース

◯ ◯ ◯
◯ ◯ ◯

OFF

新国立劇場賛助会員学校にご在籍の方（裏面参照）
[一般発売日の前々日に優先購入ができます（※１）]

▶

ご年齢が確認
できるもの

％

（カルチャースクールなど、法令に基づかない教育施設に在籍している方は対象外です）

▶ 学生

証明書

ボックスオフィス ぴあ
限定
窓口 電話 店舗

◯

-

◯

◯ ◯

-

◯ ◯

-

舞台のほとんどが見えないお席です。予めご了承ください。
(10%税込)について 詳細は新国立劇場ウェブサイトをご覧ください。
Web ボックスオフィスまたは
セブン-イレブンにて
お求め頂けます（※５）

▶ オペラ・バレエ公演
▶ ダンス・演劇・研修所公演

◯

-

-

上記のほか次の友の会等の会員の方は５％割引となります（国立劇場あぜくら会、国立文楽劇場友の会、東京オペラシティ Arts 友の会、東京フィルハーモニー交響楽団東京フィル
フレンズ、東京交響楽団 TOKYO SYMPHONY VISA カード）
※１ 一般発売日が年始の公演については、一部優先購入日程が異なるものがございます。詳しくはボックスオフィスへお問い合わせください。 ※２ ジュニア割引チケットは上記
のほか新国立劇場 Web ボックスオフィス、チケットぴあ（全国店舗・Web・電話）、セブン-イレブン、各プレイガイド（バレエ公演のみ）でもお求めいただけます。※３ 身体障害者手帳、
療育手帳（「愛の手帳」等）、精神障害者保健福祉手帳、被爆者健康手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方が対象となります。 ※４ 第１種の身体障害者手帳、最重度・重度（１度・２度）
の療育手帳（「愛の手帳」等）、１級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が対象となります。※５ Web ボックスオフィスまたはセブン-イレブンの端末操作により、公演当日朝
10:00 より全席先着販売いたします。

新国立劇場ボックスオフィス

チケットぴあ限定店舗（電話予約はできません）

新
渋
電話・窓口 １０：００～１８：００※
銀
（年中無休／年末年始・休館日除く）
東
※18:00 以降に開演の主催公演がある場合はその開演時間まで窓口営業いたします。
横

新国立劇場ウェブサイト

宿
谷
座
京
浜

チケットポート新宿店<伊勢丹会館 B1F>（不定休）
チケットポート渋谷店<109 2F>（元日を除き無休）
チケットポート銀座店<銀座ファイブ 1F>（定休：2・8 月第 3 月曜、大晦日、元日）
チケットポート東京店<大丸東京店 11F>（不定休）
チケットポート横浜店<横浜駅東口地下街ポルタ内>（不定休）

https://www.nntt.jac.go.jp

裏面の注意事項をお読みください。お得な

や各種優待情報もこちら

▶▶▶

2019 年 9 月時点の内容です。料金・割引率などは変更となる場合がございます。

注

意

事

項

●チケットお申し込み時に割引をご利用の旨お知らせください。一度お申し込みが完了した後に、新たに割引を付加および変更・取消
することはできませんので予めご了承ください。●チケットお引取りの際には指定の証明書をお持ちください。証明書をご提示いただ
けない場合は、差額を頂戴いたします。●公演当日に割引をご利用のお客様がご来場できない場合は、差額をお支払いいただくこと
で一般の方が代わってご観劇いただけます。●割引をご利用いただけるのは、１ステージにつき対象者ご本人様１枚のみです。●各
種割引の併用はできません。ただし、アトレ会員ご本人様のみ、アトレ会員割引と高齢者割引／学生割引／当日学生割引を併用で
きます（その他の各種割引との併用はできません）。●新国立劇場 Web ボックスオフィス、プレイガイドでご購入の場合、ジュニア割引
以外の各種割引の適用はございません。ご購入後、割引を付加することはできませんので予めご了承ください。●ジュニア割引は公
演当日の入場時に年齢確認をさせていただく場合がございます。公演当日は年齢確認ができる証明書をお持ちください。 確認がで
きない場合は、差額を頂戴することがございます。●普及公演や研修所公演など、公演（公演日・席種）によっては割引をご利用でき
ない場合がございます。

〔学生特別割引の対象となる賛助会員学校（2019 年 9 月時点）〕
桜美林学園（大学・短期大学部・高等学校） 国立音楽大学（大学・附属高等学校） 聖徳大学（大学・短期大学部・附属高等学校・附
属聖徳高等学校・幼児教育専門学校） 玉川学園・玉川大学 東京音楽大学（大学・附属高等学校） 東京藝術大学音楽学部 東成
学園（昭和音楽大学・昭和音楽大学短期大学部・昭和音楽芸術学院） 東邦音楽大学（大学・短期大学・音楽学校・高等学校・第二
高等学校） 桐朋学園（大学・大学院大学・芸術短期大学・女子高等学校／音楽科・高等学校） 日本大学芸術学部 文化学園（大
学・大学院・短期大学部／文化ファッション大学院大学／文化服装学院／文化服装学院広島校／文化外国語専門学校） 武蔵野音
楽学園（大学・高等学校） 東京学芸大学（大学・附属高等学校・附属国際中等教育学校・附属特別支援学校(高等部)）

新国立劇場 友の会

青少年・３９歳以下の特別優待
各種〈優待メンバーズ〉

〈クラブ・ジ・アトレ〉
クラブ・ジ・アトレ
VISA カード

クラブ・ジ・アトレ
VISA ゴールド

クラブ・ジ・アトレ
ハウスカード
（クレジット機能のないカード）

ふだん劇場に足を運ぶ機会の少ない世代の方のため
の、お得な観劇プランです！
4～15 歳の方
（保護者※と一緒に観劇）
U15 ファミリー優待
メンバーズ

オペラ 原則 S・A 席 5,000 円
バレエ・ダンス・演劇 原則 半額
年会費 3,600 円（税別）

年会費 19,400 円（税別）

年会費 3,600 円（税別）

アトレ会員になると優先購入、会員割引、会報誌「ジ・ア
トレ」（月刊）のお届けのほか、会員限定イベントやポイ
ント還元など劇場ならではの特典多数！
★チケット 5～10％OFF セット券は最大 25％OFF（郵送料無料）
★最新情報満載の会報誌「ジ・アトレ」（300 円）を毎月無料でお届け
★ご観劇時の駐車割引券（1,200 円分）、提携レストラン等のご優待
★獲得ポイントに応じて抽選でゲネプロ（舞台稽古）や公演にご招待 など
詳しくはこちら

新国立劇場ボックスオフィス ０３-５３５２-９９９９
クラブ・ジ・アトレ Web サイト
https://www.nntt.jac.go.jp/atre/

39 歳以下の方
U39 オペラ優待
メンバーズ

25 歳以下の方
U25 優待メンバーズ

※U15 ファミリー優待メンバーズの保護者の方のお申し込みは
定額となります

オペラ 原則 S・A 席
11,000 円
（アトレ会員は 10,000 円）

まずはご登録！（登録無料）
https://www.e-get.jp/nntt/pt/

優待チケットを販売する場合は、
公演初日約 2 週間前にメールでご案内
別途公式アカウントをお友だち追加いただいた方に
は、LINE でもお得な情報をお届けします！
LINE
詳しくはこちら

優待メンバーズのご案内
https://www.nntt.jac.go.jp/ticket/general/academic/

いち早く、よりお得に！

１０名様からの優待サービス

〈シーズン・セット券〉

〈団体観劇／貸切〉

発売日前にお好きな公演をオペラは３公演日から、バレ
エは４公演日から割引価格でご購入いただけます。アト
レ会員なら優先受付の上、最大２５％OFF！ 一般の方
でもセット券お申し込み時にクラブ・ジ・アトレ同時入会欄
にチェックすれば会員料金でお求めいただけます。
詳しくはこちら

新国立劇場ボックスオフィス ０３-５３５２-９９９９
クラブ・ジ・アトレ Web サイト
https://www.nntt.jac.go.jp/atre/
★シーズンシート
オペラパレスの最高のお席を１シーズンまるごとお客様だけの指定席
としてご購入いただける〈シーズンシート〉もございます。
※詳細は新国立劇場営業部 03-5352-5745（直通）までお問い合わせください。

発売日前にお席を確保、ご人数に応じてチケットを
優待価格でご提供します（一部公演を除く）。また、貸切でのご
利 用も 承り ます 。お 気軽に お問 い合 わせ くだ さい。
★学校の芸術鑑賞・行事・修学旅行に
★ご近所やサークルなどのお友達同士で
★職場などの福利厚生やレクリエーションに
★販売促進やキャンペーンに

新国立劇場営業部 オペラ・バレエ・ダンス
お問い合わせ

０３-５３５２-５７４５（直通）
演劇 ０３-５３５２-５７４６（直通）
（平日 10：00～18：00）

2019 年 9 月時点の内容です。料金・割引率などは変更となる場合がございます。

