北 と ぴ あ 施 設 紹 介

北とぴあのさくらホール、つつじホールは催しの規模、目的に応じて幅広い対
応が可能です。舞台や客席はもちろんのこと、楽屋やリハーサル室など附帯する
設備も充実しており
「北とぴあの顔」
とも言えるホールです。

●さくらホール
音響効果面でNHKの技術協力を得たハイグレードな大
ホール。本格的なオーケストラ演奏やオペラ、歌舞伎、能、狂
言、演劇、バレエなどの催しのほか、入学式や卒業式などの学
校行事、大規模な講演会等にも幅広くご利用いただけます。

2F

◦定員：1300席（1階 806席 2階 494席）

※車いす席使用時は1階席30席減

◦舞台：プロセニアム形式/最大間口18ｍ/高さ9ｍ/
オーケストラピット68㎡

◦楽屋：7室（和室2室 洋室5室）
◦リハーサル室：1室
◦シャワー室：男女各2ブース

●つつじホール
演劇や講演会、コーラスやピアノなど各種発表会など
に最適な小ホールです。リハーサル室のみの貸し出しも
可能ですのでフラダンスやバレエのお稽古にもご利用いた
だけます。

3F

◦定員：402席
◦舞台：間口9ｍ/高さ4.5ｍ/奥行7ｍ
◦楽屋：4室（和室1室 洋室3室）
◦リハーサル室：1室
◦シャワー室：5ブース ※男女設定なし

館内で安全、快適にお過ごしいただくために、北
とぴあには下記施設がございます。ご利用の際にご
不安な点、ご質問等ございましたら、1階フロントスタッ
フまでお声がけください。

だれでもトイレ B1・1・5・6・8・10・11・12・14F

オストメイト 10F

車イス、ベビーカーのままご利用いただけます。

だれでもトイレ内に設置しております。

簡易ベッド
（折りたたみシート） 5・10F

赤ちゃん休憩室 1F

だれでもトイレ内に設置しております。

おむつ替え、授乳スペースとしてご利用いただけます。

AED（自動体外式除細動器）B3・1・6・8・10・14F

※各ホールにより利用申込受付開始時期、注意事項・禁
止事項等が異なります。ご不明な点や施設利用に関す
るご質問は北とぴあ施設受付窓口までお問合せください。

北とぴあ施設受付

こども用便座 5・6F

設置場所は各フロアエレベーターホールのマップ
だれでもトイレ、女性用トイレ内に設置しております。 にてお知らせしております。

区 民 優 遇 制 度

ご存知ですか？

「区民優遇制度」
とは、区民の皆さ
まと区民以外の皆さまの施設利用の
料金・申込開始時期に差を設けるこ
とにより、区民の皆さまの施設利用
を優遇する制度で、北とぴあ、赤羽
会館、滝野川会館の各施設でご利用
いただけます。
※附帯設備は区民優遇制度適用外となります。

区民優遇制度を利用するには

TEL 03-5390-1105

特典 1

利用料金

北区民なら

とってもお得！

2割もお得！

さくら、つつじホールなど約

区民の皆さまの利用料金は区民以外の方よりも低く、よりご利用しやすい料金設定
となっています。

特典 2

申込時期

2週間も早い！

約

区民の皆さまは区民以外の方よりも申込開始時期が早いため、優先的に施設を予
約することができます。また施設申込抽選会へは区民の皆さまのみご参加いただ
けます。

原則として『区民利用者登録』が必要になります。 区民優遇制度、区民利用者登録方法など詳しくは、
北とぴあ施設受付窓口へお問い合わせください。 北とぴあ施設受付

TEL 03-5390-1105

和に親しむ ⑶

～ 写経体験 ～

昨年、ご好評をいただいた北区の魅力を再発見するまちある
きツアー。今年のキーワードは
『大正浪漫』
。案内役をつとめる大学
生チームと一緒に大正浪漫をたどるまちあるきに出かけましょう！
●日

時

学、まちあるき案内役
の座
は
日
当 私たちが務めます！

11月12日㈯
10：00〜12：30

※小雨決行。荒天の場合は
11月13日
（日）
に順延

●集 合 場 所

北とぴあ901会議室

●スケジュール

座学

10：00～10：30

休憩

10：30～10：45

まちあるき 10：45～12：30
●参

加

費

500円
（1人/当日会場にて受付時にお支払ください）
※スイーツ付き！

●まちあるきルート

渋沢史料館、旧古河庭園etc

●特

まちあるきをしながら、北区自慢のスイーツを堪能で

典

きます。詳細は当日のお楽しみ！
●対

象

小学生以上

●定

員

30名
（応募者多数の場合は抽選といたします）

●締

切

1
 0月31日
（月）必着締切
※ご応募の結果は11月7日
（月）
までにハガキにてご連絡
いたします。

●応 募 方 法

必要事項を明記のうえ、
往復ハガキでご応募ください。
1件のご応募で3名様までお申込みいただけます。

脳の活性化、デトックスなど様々な効果があると言われている写経。
所作や写経の意義も丁寧に解説する体験講座です。
北とぴあで写経にふれてみませんか。
●日時

平成29年1月21日
（土）10時～12時

●会場

第一和室
『せきれい』
（北とぴあ9階）

●講師

寿徳寺 副住職

●スケジュール
座
学 10：00～10：30
写経体験 10：30～12：00（ 写経時は正座必須ではありません。あぐら
などご自身が楽な姿勢でけっこうです）
●参 加 費	500円（1人／当日会場にて受付時にお支払ください）
●持 ち 物	写経に必要な道具は北とぴあにてご用意いたします。写経時に
正座イス等が必要な方はご自身でお持ちください。
●対
象 18歳以上
●定
員 2 0名（応募者多数の場合は抽選といたします）
●締
切 平成29年1月6日
（金）
必着締切
ご応募の結果は平成29年1月16日
（月）
までにハガキにてご連絡
いたします。
●応募方法	必要事項を明記のうえ、往復ハガキでご応募ください。1件の
ご応募で2名様までお申込みいただけます。
平成28年度北とぴあ
《和に親しむ》講座、第4回は下記日程で開催を予定しています。
第4回 坐禅体験 平成29年3月18日
（土）10：00～12：00
講座の詳細につきましては平成29年1月下旬頃より、北区ニュース、北とぴあタイムス、
北とぴあホームページ、区内各施設へのチラシの設置等でお知らせいたします。

応募必要事項

1. 11月12日 まちあるきツアー
または

1月21日 写経体験 参加希望
2. 参加希望人数
（代表者含む）
3. お名前
4. ふりがな

5. 年齢
6. 性別
7. ご連絡先郵便番号、ご住所、講座当日連
絡のつくお電話番号

※3、
4、
5、
6については参加者全員分をご記入ください。
※7については代表者の方のみご記入ください。

宛先 〒114-8503 東京都北区王子1丁目11-1 北とぴあ10Ｆ
北とぴあ管理事務所

まちあるきツアー係 または 和に親しむ（3）〜写経体験〜係
主催：北とぴあ管理事務所

新井 大介

お問合せ：TEL 03-5390-1101

ー
ア
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◆ 個人情報の取扱いについて
お預かりした個人情報は北とぴあ指定管理者（北とぴあマネ
ジメント共同事業体）
に帰属し、
『 北区の魅力再発見

大正浪

漫に思いを馳せて』『
、 和に親しむ
（3）～写経体験～』
それぞれ
の講座を実施する目的に限り、必要な範囲で利用いたします。
参加者の皆さまへのご連絡など講座実施に必要な事項は、
北とぴあ指定管理者（北とぴあマネジメント共同事業体）担当よ
りご連絡します。
上記個人情報取り扱いについてご確認のうえ、ご同意いた
だいた方のみご応募ください。

謎解きゲーム
リアル

とぎ の 国 劇
からの
場
お
～ 消えた絵本 の 住人たち ～
話題の謎解きゲームがパワーアップして北とぴあに帰ってくる！ 前回クリアできなかった方はリベン
ジを、初めての方は頭脳をフル回転させて謎を解く準備を！ ご家族やお友達、カップルで協力し合い
ながら楽しむのにもぴったりなゲームです。
日 時 2017年1月29日
（日）
開 場 ①10：40 ②14：10 ③17：40
ストーリー
開 演 ①11：00 ②14：30 ③18：00
絵本の住人たちが絵本からいなくなってしまった！
会 場 北とぴあ  ドームホール
「このまま絵本の住人たちが戻らないと絵本が消え
料 金 一般2,000円 中学生以下1,000円
てしまう。」消えた絵本の住人たちが劇場に隠れて
チケット 11月16日
（水）
10：00～販売開始
いるという噂を聞き、劇場に向かう僕たち。
◦北とぴあ1階 チケット販売窓口（10：00～20：00）
そこで、僕たちは絵本の住人たちの知恵比べ
◦プレイガイド イープラス http://eplus.jp
を挑まれる。謎を解き、消えた絵本の住人たちを
・中学生以上推奨の公演内容ですが、保護者同伴であれば小学
生もご参加いただけます
（チケットはお1人様1枚必要です）
。
絵本に取り戻せ！
・未就学児はご入場できません。
絵本でおなじみのあのヒロインやヒーローたちが
・ご購入後のキャンセル、変更等はできませんのでご了承ください。
あなたの助けを待っています!!
お問合せ 北とぴあフロント TEL 03-5390-1100

みの
絵本でおなじ
や
あのヒロイン
があなたの
ヒーローたち
います !!
助けを待って

公益財団法人北区文化振興財団は、 1988年に区内の文化振興を目的に北区に

よって設立されました。 区民の芸術活動の支援や育成、また気軽に質の高い芸術に
触れることのできる事業や、北区らしさにこだわった公演の企画運営を行っています。

【お問合わせ】 公益財団法人北区文化振興財団 〒114-8503 北区王子1-11-1 北とぴあ10階

TEL 03-5390-1221（平日8：30～17：15）

11月25日金 ■11月27日日
モー

開幕間近！
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北とぴあ国

の魅力に迫る！

オペラ

博愛主義者で憎めない存在。恐らくの世の女性にとっては魅力的

な男性なはずなんです！ みんなに愛を与える博愛主義を貫く彼が、
作中ではどんどん歯車が狂わされてうまくいかなくなる…運命が変

わっていく瞬間、瞬間を大事に描ければと思っています。
ドン・ジョヴァンニが歌うアリアは意外にも短い…その短いなか

にもいろんな要素が詰まっているものばかりです。色彩豊かに歌
い分けて、技をみせていきたいです。

このプロダクションのアットホーム

な雰囲気が大好きです。キャストが自由に演じられる環境があって、

スタッフみんながよりよいものを作ろうという愛情が感じられます。
のキャストの皆さんとのやりとりの中で、それ以上のドン・ジョヴァ

です。

私以外にも女性が
いたなんて許せない！

騎士長
（畠山 茂）

口説こうとしますが、アンナの

改心を
求める

ドン・ジョヴァンニ
絶対許さない！！

けるジョヴァンニ。そんな彼の
れ、改心を求めます。果たし
てジョヴァンニの運命は…？

マゼット！
そんなに怒らないで！

ドンナ・アンナ

復讐 （臼木あい）
誘惑

嫉妬
マゼット
（パク・ドンイル）
ツェルリーナの夫

モーツァルト時代の楽器には、透明感、軽やかさや人肌のよう
な温もりなど、現代の楽器が進化の過程で失ってしまった多くの
良さがありました。この公演では作曲当時の状態に復元したオリ
ジナル楽器を使うため、モーツァルトの思い描いた音楽に近づく
ことができます。トランペットやホルンがバルブなしで口の動きで
音を変えていたり、木管楽器に分類されながら現代では金属製の
フルートが本当に木製だったり…見た目の違いも楽しめます。

北とぴあ１階チケット売場にて

20㈰

王子東武サロンでは、
様々なご宴席や各種パーティーを承っております。
見晴らしの良い会場となっております。
『錦の間』
は着席40名様、
立食50名
様までご利用頂け、
スカイツリーが正面に見える会場となっております。北とぴ
あ館内の会議室やホールにお料理やお弁当等のケータリングも行っていま
すのでお気軽にお問合せください。TEL 03-5390-1122（11：00〜19：00）

レストラン 山海亭

北とぴあ17階からの壮大な景色をご覧になりながら、
お食事やお飲物を楽
しめる北区随一の展望レストランです。お昼や夕方には富士山が見える事
も
！夜は都心の夜景がご覧頂けます。ご家族やご友人との食事、
大切な方
との記念日、
接待やパーティーなどのあらゆるシーンでのご利用ができます。
16名様まで対応できる個室もございますので、
お気軽にお問合せください。

11月27日
（日） 13:30 開場

—没後400年記念— シェイクスピ
14:00
アの音楽とイギリス古謡の世界
開演
（北とぴあ つつじホール）

23 15:00 「胡弓いま⇔むかし」
～伝えたい音、
㈬ ㈷ 開演 今奏でる～（北とぴあ つつじホール）
16:30
お手をどうぞ～木管アンサンブル
開演
の魅力 無料
12:30 （北とぴあ１階 区民プラザ）
27㈰
開演
25㈮

好評発売中！

●公演日：11月25日
（金） 17:30 開場

16階『 天覧の間 』
は、
着席130名様、
立食180名様までご利用頂け、
大変

ヴェネツィアの華やぎ～女性作曲
14:00 家バルバラ・ストロッツィとその
開演 時代～ ※完売
（旧古河庭園・洋館）

12:30 パイプオルガン演奏会 無料
開演 （北とぴあ１階 区民プラザ）

場：北とぴあ さくらホール

王子東武サロン

TEL 03-5390-1129（11：00〜20：30）

アンナの婚約者

主人の放蕩ぶりには
もううんざり…

モーツァルト作曲 オペラ
《

北とぴあ入居団体、店舗をご紹介していきます。
5回目は16、17階をご紹介。ご来館の際は、ぜひお立ち寄りください！

17F

ドン・オッターヴィオ
（ルーファス・ミュラー）

オペラ公演情報

●会

11:00 DE MISSIONE MUSICORUM
9㈬ 14:00 音楽による宣教の旅
開演 （旧古河庭園・洋館）

アラブ・インドの古典音楽の魅力
18:30 ～日印のアーティストによるコン
19㈯
開演 サート～
（北とぴあ つつじホール）

ドン・ジョヴァンニの従者

農民の娘

入居団体・店舗紹介 vol.5

16F

リゲティのホルン・トリオをめぐって
14:00
～音楽家たちからのオマージュ～
開演
（北とぴあ つつじホール）

11
月 17㈭ 18:30 第93回 二期会オペラ研修所コン
開演 サート（北とぴあ さくらホール）

レポレッロ
（フルヴィオ・ベッティーニ）

ツェルリーナ
（ベツァベ・アース）

オリジナル楽器のオーケストラとっておきの魅力！

6㈰

主従関係
ドン・ジョヴァンニ
（与那城 敬）

新婚
夫婦

前に石像となった騎士長が現

黒潮浪漫街道 奄美・沖縄の島唄
14:00
絶唱～歌い継がれる伝統の響き～
開演
（北とぴあ つつじホール）

11:00 芸大とあそぼう in 北とぴあ「注文
12㈯ 14:00 の多いオーケストラ～宮沢賢治エト
（北とぴあ さくらホール）
開演 セトラ」

復讐はいいから
早く結婚しよう！

婚約

誘惑

ドン・ジョヴァンニに
捨てられた貴婦人

ンナの復讐を逃げ延びながら

父のかたきを
うたなければ！

殺害

ドンナ・エルヴィーラ
（ロベルタ・マメリ）

末に彼を殺めてしまいます。ア

父娘

15:00 パイプオルガン演奏会 無料
開演 （北とぴあ１階 区民プラザ）

5㈯

10㈭

あの悪党め！
死んでも死にきれん！

スペインの貴族、ドン・ジョ

も、懲りずに女性を誘惑し続

北とぴあだけでしか見られない
ドン・ジョヴァンニに乞うご期待！

登場人物相関図

父・騎士長に見つかり決闘の

30㈰

ンニ像が仕上がっていくと思います。どんな舞台になるのか楽しみ

〜 あらすじ 〜

イ。ある晩、ドンナ・アンナを

語る

自分の思っているドン・ジョヴァンニ像はありますが、リハーサルで

ドン・ジョヴァンニを演じる意気込みをどうぞ

ヴァンニは希代のプレイボー

古楽への誘い〜リコーダー、ヴィ
17:30 オラ・ダ・ガンバ &オルガンによる
開演 アンサンブル〜 無料
（北とぴあ１階 区民プラザ）
28㈮
10
プレイエルで聴くショパン
月
19:00
～横山幸雄・趙静デュオリサイタル
開演
（北とぴあ さくらホール）

が
城さん
那
与
!

今回、３度目の出演となる
北とぴあ国際音楽祭への想い

作！

音楽祭の公演情報
会期：10月28日金〜11月27日日

る

与那城さんの思うドン・ジョヴァンニはどんな人？

ドン・ジ
ョ

1995年のスタート以来、オリジナリティ豊かで質の高いクラシック音楽の祭典として定評のあ
る北とぴあ国際音楽祭。古楽から現代までのクラシック音楽に加え世界の伝統音楽にも親しめ
る祭典として、
区民の皆さまに愛され続けています。なかでも毎年フィナーレを飾る
「オ ァンニを演じ
ヴ
ペラ」は必聴・必見！今年はモーツァルト作曲《ドン・ジョヴァンニ》
を上演します。

ツァ
ルトの最
高傑

》

18：00 開演
14：00 開演

▶詳しい公演情報は…
◦北区文化振興財団ホームページ
……………… http:/www.kitabunka.or.jp
◦北区文化情報紙
「enjoy北区」
………… 北とぴあ館内や区内施設にて配布中
◦北とぴあ国際音楽祭2016総合チラシをチェック！

第44回 北区消費生活展

消費生活フェア2016

～ 私たちのくらし inきたく～

消費者団体や協賛団体が日常生活に役立つ情報を展示し、活動の成果を発表する消費
生活フェア。 毎年ご好評をいただいている修理の実演や実習、体験コーナーなど見どこ
ろもたくさんです。クイズスタンプラリーに挑戦しておみやげをもらってくださいね！

日
場

時：平成28年11月27日(日) 午前10：30～午後4：00
所：北とぴあ13階飛鳥ホール

◆実習・体験：手すきはがきづくり、機織り体験、傘の修理（実費）、
おもちゃの修理（一部実費あり）、小物作り、カーレット体験
◆販
売：手作り小物類、杏、無洗米、焼き菓子、ジャム、喫茶コーナー
午前10：50～11：30
午前11：40～12：10
午後 1：00～ 1：30
午後 1：30～ 2：30
午後 2：30～ 3：00

● ステージイベント ●

【だまされないぞー】消費者被害防止紙芝居
ロコモ体操
消費者被害防止寸劇【その電話、もしかしてサギ？】
着物リフォームファッションショー
大道芸 南京玉すだれ

◦お問合わせ：北区産業振興課 消費生活センター TEL 03-5390-1239

サート～ピアノの弾き比べ・聴き
ン
コ
験
体
き
響
比
べ〜
回
2
第
開催決定! 参観者大募集!

『世界のピアノ御三家』
と言われるピアノのうち
『スタインウェイ』
と
『ベーゼンドルファー』
の
2台のグランドピアノを所有する北とぴあ。 昨年度、 北とぴあをより身近に感じていただく機
会として2台のピアノを自由に弾き比べ・聴き比べていただき、ご好評をいただいたコンサー
トを今年度も開催することとなりました！
そこでコンサート第2部
『みんなでつなぐ！ 弾き比べ・聴き比べリレーコンサート』
の出演者
を募集いたします。
2台の音色の違いや響きを堪能するとともに、日頃の皆さんの演奏活動の成果を北とぴ
あさくらホールのステージでミニコンサートとして発表するチャンス！ 演奏曲はクラシック、
ジャズ、 ポップスなどジャンルは問いません。 皆さんのご応募をお待ちしています。

募 集 要 項
●コンサート日時 2017年3月4日（土）
11：00 ～ 12：30
第1部 実演！ 弾き比べ・聴き比べコンサート
ピアニス

ト浅賀優子さんによる2台の弾き比べ、
音色の個性
についての解説

13：00 ～ 17：00
第2部 み んなでつなぐ！ 弾き比べ・聴き比べリレー
コンサート
（1）13：00 ～ 13：15
事前のお申込みで決定した演奏者の皆
さんが、15分ずつの出演時間内でミニコ
（2）13：15 ～ 13：30
ンサートを行う、リレースタイルのコンサー
：
ト形式となります。
（最終演奏者）：
16：45 ～ 17：00（予定）

●会
場 北とぴあ さくらホール
5日
（日）
のいずれか1回〉
に必ずご出席いただきます。
●応募資格 小学生以上（応募者多数の場合は抽選と
• 1 8歳未満の方のご出演には、保護者の方の同意が
なります）
必要となります。
●募集内容 北とぴあが所有するピアノ
“スタインウェイ” ●締 切 2017年1月14日
（土）必着締切。
ご応募の結
と
“ベーゼンドルファー”
をご自由に弾き比
果は1月25日
（水）
までにご連絡いたします。
べることができる、
参加型コンサート
●応募方法等
●参加費用 無料
専用申込用紙にてご応募ください。
●参加条件等
• 申込用紙 11月21日
（月）
より北とぴあホームページ
• 出演者各自の出演時間は、
セッティングから撤収まで15
からダウンロードいただけます。
分以内とします。
• 北とぴあHP http://www.hokutopia.jp/
• 出 演者の責任において、必要な搬出入／セッティング
• 送付先 FAX 03-5390-1409
郵送 〒114-8503
／撤収までを行なっていただきます。
東京都北区王子1丁目11-1 10階
• 出演時間内の出演者ご自身やご家族、
ご友人等による
北とぴあ管理事務所
録音・撮影も可能です。
「響き体験コンサート」係
• 出演順は北とぴあ側で決定させていただきます。
•出
 演者別の事前打合せ
〈2017年2月4日
（土）
または2月 【問】北とぴあ管理事務所 03-5390-1101

パイプオルガン演奏会
毎月1回、無料でお楽しみいただけるパイプオルガン演奏会を開催
しています。パイプオルガンの優雅な音色でちょっぴり贅沢なひと
ときをお楽しみください。

★10月30日
（日）15：00～
演奏者 永瀬 真紀
演奏曲 作曲 J.S.バッハ
曲名 前奏曲とフーガ  ト長調
BWV550 ほか
★11月20日
（日）12：30～
演奏者 三原 麻里・村上惇（テノール） 場
所   北とぴあ1階区民プラザ
演奏曲 作曲 G.F.ヘンデル
参 加 費   無料
曲名 オ
 ペラ
「セルセ」
より 参加方法  当日直接会場へお越しく
ださい
オンブラ・マイ・フ ほか

北とぴあでは各施設のご利用申し込
み受付、北とぴあにて開催する公演
チケット
（一部お取扱いのない公演も
ございます）
の販売を行っております。
また北とぴあの施設の他、滝野川会館、
赤羽会館、各体育施設の使用料もお支
払いいただけます。皆さまのご利用を
お待ちしております。

さくらホール修繕工事のお知らせ

スポーツ施設受付

さくらホールは下記期間、修繕工事を行い
ます。工事期間中、ご利用の皆さまにはご
不便・ご迷惑をおかけいたしますが、何卒
ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

平成28年4月1日より滝野川分庁舎
体育施設受付窓口が北とぴあへ移転
いたしました。
・新規利用登録、登録更新手続き
・体育施設の申込予約、支払
・空開放抽選会
など、体育施設利用のお手続きがで
きるようになりました。ぜひご利用く
ださい。

期間：平成29年7月1日 ㈯～
9月30日 ㈯
場所：さくらホール

注意事項：上 記期間中はさくらホールの貸
出し及び使用はできません。 詳
しくは北とぴあ施設受付窓口へ
お問合せください。

施設受付窓口

施設受付・チケット販売

▶施設受付

▶チケット販売

◦受付場所

北とぴあ1階 施設予約受付窓口

◦販売場所

◦受付時間

午前9時～午後8時

◦受付時間 午前10時～午後8時 ※各休館日の販売

◦申込受付

TEL:03-5390-1105

◦問合受付

※各休館日は受付しておりません。

北とぴあ内各施設利用状況は、インターネットの施設予約システムからもご確認いただけます。
（多目的ルーム
や楽屋など、一部対象外のものもあります）
空き状況はシステムメンテナンス日を除き、24時間検索いただけます。

TEL
FAX

東京都北区王子1丁目11−1

交通のご案内

◆JR京浜東北線／王子駅北口より徒歩２分
◆都電荒川線／王子駅前駅より徒歩5分

WEB
MAIL

03-5390-1100（フロント）
03-5390-1409
http://www.hokutopia.jp
info@hokutopia.jp

◆東京メトロ南北線／王子駅５番出口直結

時間は、お電話にてお問い合わせください。

TEL:03-5390-1100

北区民割引、北とぴあメンバーズ割引、学生割引等、お得
な割引がある公演も多数ございます。ぜひご利用ください。

区民の皆さまを対象に毎月1日
（区民以外の方の抽選は毎月15
日）
に北とぴあ施設抽選会を行っています。施設抽選会の詳細につ
きましては施設予約受付窓口、またはお電話にてお問合せください。
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臨時休館日：11/14（月）、12/28（水）、2017/1/16（月）
年末年始休館日：12/29（木）～2017/1/3（火）
※各休館日の詳細については北とぴあホームページでご確認ください。

北とぴあ1階 チケット販売窓口

通り
明治

休館日のご案内

北とぴあ1階 体育施設受付
TEL 03-5390-1140
（9：00～20：00）

TEL 03-5390-1105

インターネットからの 施 設 空き情 報 検 索につ いて

〒114-8503

体育施設申込に関するお問合せ

駐車場入口↑

