
セット券

前売
のみ

1日券

当日券は
300円増

フリガナ                                                                             　　　　　　　　　　　　　　　鼓童の会会員番号 （会員様のみ）  　　お申込日
お名前

  チケットなどの送り先　どちらかの□にレを入れて下さい。

 

 　　　 Tel. 日中連絡のとれる番号をご記入下さい。
　　　　　（　　　　　）　　　　　ー
　　　  　（　　　　　）　　　　　ー

□ 鼓童の会にご登録済みのご住所にお届けを希望。（念のため、郵便番号をご記入下さい。）       　　　　　
□ 会員以外の方、または鼓童の会登録以外のご住所へお届けを希望。（下記に住所をご記入下さい。） 

（ 〒　　　　　　　　　）（　　　　　　　　都道府県）  

 
 　　　 Fax. （　　　　　）　　　　　ー

Email：

ご希望の配達時間：　
□ なし　　□ 午前中　　□ 12-14 時　　□ 14-16 時
□ 16-18 時　　□ 18-20 時　　□ 20-21 時　　　　

月　　　日

No. 日にち ／ WS 名 人数 ［参加者情報 1 人目 ］  氏名 性別 年齢・学年 ［参加者情報２人目］ 氏名 性別 年齢・学年 金額 事務所使用欄

④  24 日　太鼓・小木おけさ ２ 人 鼓童   太郎 男 35 歳 鼓童　花子 女 中２ ￥ 4,000

      日 　　人  ￥

　　日 　　人 ￥

      日 　　人 ￥

公演名 金額 枚数

8/23（金）「打男 DADAN」＜映像＞付き特別版
￥4,700  

学生券　￥3,500

枚

枚

8/24（土）「創世」鼓童＋上妻プロジェクト
￥4,700

  
学生券　￥3,500

枚

枚

8/25（日）「祝祭」Special ナイト
￥5,200

学生券　￥3,500

枚

枚

8/23 〜 25（金〜日）城山コンサート通し券 ￥13,000 枚

8/23 ＋ 24（金・土）城山コンサート前 2 日券 ￥8,400 枚

8/24 ＋ 25（土・日）城山コンサート後 2 日券 ￥8,900 枚

■事務局使用欄（ここへは記入しないで下さい）
　予約番号　　　　　　　　 　　払込用紙　　　　　　　　銀行　　　　　 決済　　　　　　　　　　　　　チケット　　　　　　　　　　 メモ 　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　   

　 申込ID　　　　　　　　　　　選考結果　　　　　　　   決済　　　　　　　　　　参加案内（チケット）　　　　　　　メモ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　   
　  

この申込書は6/1（土）〜 7/31（水）の期間、ご利用いただけます。
※ 8/1以降のご予約方法や、申込書以外でのご予約方法については、次ページでご案内し
ておりますのでご覧ください。

ファクスはこの方向にご送信ください。

◆それぞれのWSに参加される方の年齢・性別等の情報をご記入下さい。ご記入の無い場合は、申込無効となる場合がございますのでご注意下さい。
◆「参加者のお名前」は、お申込者と別でもお受けできます。◆お一人のお申込者で複数名（2名以上）の参加申込が可能です。

◆定員に達し次第、販売終了となります。
◆チケットは宅急便でお届けします。
　（送料500円・国内のみ）
◆「1日券」を一回のお申込みでまとめて

10枚以上お求めの場合、団体割引として
「5％」お引きいたします。送料も無料と
させていただきます。

◆「学生券」は、高校生以上〜 24歳以下の
学生の方が対象です。

◆小中学生は無料ですが、「子ども招待券」
が必要です。「子ども招待券」のみをお申
し込みの場合、お取り置き（ECチケット販
売所にてお渡し）とさせていただきます。

◆「子ども招待券」は、発行予定枚数に限り
があります。必要最低限の枚数をご記入
ください。

◆乳幼児は、子ども招待券は不要です。直
接ご来場ください。

　城山コンサート　

Fax. 0259-86-3631（24時間受付）
鼓童チケットサービス
〒952-0611　新潟県佐渡市小木金田新田148-1
申込書の控えは必ず手元にお残しください。

アース・セレブレーション（EC）チケット申込書

お支払い方法：いずれかの□にレを入れて下さい。
□郵便振込（払込取扱票をお送りします。）　□銀行振込（請求書をお送りします。請求書記載の銀行口座にお振り込み下さい。）　
　※郵便と銀行の振込手数料はご負担下さい。
□クレジット（一括払いのみとさせていただきます。下の枠内にカード情報をご記入下さい。記入不備等でご決済できない場合は、郵便振込に替えさせていただきます。）　　

 月　　　   年

カードの種類　□ VISA  □ Master  □ JCB    □ Diners  □ AMEX
カード番号（右詰め） 　　　　　　　　　　　　　　　                        　　　有効期限　

※お申込者ご本人のカードに限ります。
ご署名

　ワークショップ（WS）　下記の枠内にご希望の WS と参加者情報等をご記入ください。

　トーク＆ライブ（TL）、セミナー（SN）
種別 公演日時／公演名／会場 料金 1 枚数 料金 2 枚数

TL 8/24（土）10:00 〜 11:30「千絵子におまかせ！」小島千絵子（鼓童）／小学生以上／あゆす会館 大人　￥3,000 枚 小中学生 ¥1,500 枚

TL 8/24（土）13:30 〜 15:00「太鼓人生どんどこどん！」藤本吉利（鼓童）／小学生以上／あゆす会館 大人　￥3,000 枚 小中学生 ¥1,500 枚

TL
8/25（日）10:00 〜 11:00「うたのびっくり箱」藤本容子、宮﨑正美（鼓童）／ 3 歳〜／離島センター　 子ども1名＋大人1名 枚

追加 大人 1 名￥2,500 枚
※（親子向け）3 歳から 8 歳程度のお子様をイメージした内容です。（子ども料金は中学生まで適用）  のグループ ￥3,000 追加 子ども 1 名￥500 枚

SN
8/25（日）9:30 〜 12:30「宮本常一と鬼太鼓座の時代」（講師：小西公大、杉本浄、門田岳久）／中学生以上／佐渡国小木民俗 一律　￥3,000 枚博物館（宿根木）　※料金には、博物館の見学料と、EC 案内所から会場までの往復バス代が含まれています。

 子ども招待券（無料／対象：小中学生）  8/23（金）　　　 枚  8/24（土）　　　 枚  8/25（日）　　　 枚

←記入例

Web



個人情報に関する取扱いについて
お客様よりお預かりした個人情報は、チケットの発送、ワークショップの
選考、料金の決済及びそれらに関するご連絡のために利用いたします。
詳しくは鼓童までお問い合わせ下さい。（Tel. 0259-86-3630）　または、
鼓童ホームページ内にも「プライバシーポリシー」を掲載しております。

EC公式サイトで詳細をご確認の上、「鼓童チケット
予約サイト」のリンクよりご予約ください。

鼓童チケットサービス
Tel. 0259-86-2330

（月〜金9:30~17:00）

裏面の申込書を、ファクス、
または郵送でお送りください。

基本的には、クレジットカードで事前に決済させていただき、期間
中に木崎神社札所等でチケットをお渡しいたします。
詳しくは E メール等でお問い合せください。（英語での対応可。）

▶ECチケット販売所でのお支払いは、「現金」でお願いします。
▶クレジットカードでのお支払いをご希望の場合は、ご予約の際にカード番号等をお伺いし、事前に決

済させていただければご利用可能です。

鼓童チケットサービスでチケットをご予約された方は、7/31（水）まで受付いたします。
電話か E メールで鼓童チケットサービスまでご連絡下さい。
代金お支払い後は、変更手数料（1,000 円）やチケットの返送料等をご負担いただきます
ので、ご了承ください。

【ECチケット販売所】
事前に予約したチケットのお引き取りや、当日券の購入はこちらで。
8/22（木）EC案内所 （13:00 〜 17:00）
8/23（金）〜 25（日） 木崎神社札所 （9:00 〜 19:00頃まで） 

❶ 申込書　❸ 電話予約（7/22より） ❷ インターネット予約　
＜お支払い＞ クレジット／コンビニ払い（いずれかをお選び下さい）
▶クレジット決済、またはコンビニ店頭でのお支払いの確認後にチケットをお届けします。

　

【一次募集】6/1（土）〜 6/28（金） 【二次募集】7/22（月）〜 8/20（火） 

❶ 申込書（7/31まで）または、
❷ インターネット予約、❸ 電話予約をご利用ください。
※WSの空き状況をEC公式サイトやお電話でお確かめの上、お申込み
ください。
※8/1以降のお申込み分は、ECチケット販売所でお引き取りください。

（上部、城山コンサートの説明欄をご参照ください。）

【WS で「クレジット」払いをご希望のお客様】
選考結果が届きましたら、1 週間以内に電話又は E メール、ファクスで、折返しご連絡ください。ご連絡後に決済させて頂きます。

（二次募集の電話予約でクレジット払いをご希望の方は、お電話でカード情報等をお伺いいたします。）

❶ ❷ ❸

＜ 6/1（土）〜 7/31（水）のご予約＞

＜ 8/1（木）〜 8/20（火）のご予約＞

請求書と払込取扱票
をお届けします。

請求書を
お届けします。

請求書のお届けは
ありません。

お支払い 郵便振込 銀行振込 クレジット

チケットの
お届け

支払案内

ご入金確認後、10日程でお届けします。 決済後に
お届けします。

お支払い 郵便振込 銀行振込 クレジット

お届けする物
お届け時期

支払案内
請求書と払込取扱票
をお届けします。

請求書を
お届けします。

請求書のお届けは
ありません。

WSチケットと参加案内

ご入金確認後、10日程でお届けします。 決済後にお届けします。

申込書 6/1（土）〜7/31（水） インターネット 6/1（土）〜8/20（火） 電話予約 7/22（月）〜8/20（火）

【WS会場について】
離島センター（３F）、あゆす会館の2会場です。
EC案内所より、離島センターは徒歩3分程度、あゆす会館は徒歩
10分程度です。

　アース・セレブレーション 2013　チケットのご予約方法　6 月 1 日（土）より受付開始

7/31（水）までのご予約分は、宅急便でお届けします。
（城山コンサート、トーク＆ライブ、セミナーのチケット送料：500円／お届けは国内のみ）

8/23（金） 10:00 〜 12:00 ①太鼓「音でキャッチボール」／齊藤栄一 ( 鼓童 ) ／中学生以上・太鼓経験者／ 5,000 円・バチ代込み／あゆす会館
 13:30 〜 15:30　 ②太鼓「あなたも大太鼓打ちに！」／藤本吉利（鼓童）／中学生以上／ 5,000 円・バチ ( 桶胴太鼓用 ) 代込み／あゆす会館  
8/24（土） 10:00 〜 12:00 ③笛「より良い音を求めて」／山口幹文 ( 鼓童 ) ／中学生以上・篠笛経験者／ 4,000 円・笛貸出／離島センター
 13:00 〜 15:30 ④太鼓 ⑤笛 ⑥唄「小木おけさ（佐渡島）」／小木さざなみ会の皆さん（佐渡）／小学生以上／ 2,000 円・笛、バチ貸出／離島センター  
 14:30 〜 15:30 ⑦踊り「小木おけさ（佐渡島）」／小木さざなみ会の皆さん（佐渡）／小学生以上／ 1,000 円／離島センター   
8/25（日） 10:00 〜 12:00 ⑧太鼓「三宅太鼓（三宅島）」／三宅島芸能同志会（津村親子）／小学４年生以上／ 4,000 円・バチ貸出／あゆす会館 
 13:00 〜 15:30 ⑨踊り「浜河内鬼太鼓（佐渡島）」／河内若手の皆さん／中学生以上／ 3,000 円／離島センター
 13:30 〜 15:30 ⑩太鼓「八丈太鼓（八丈島）」／浅沼宏雄（はちじょう太鼓・楽鼓会）／太鼓経験者（年齢不問）／ 4,000 円・バチ貸出／あゆす会館 

❶ この申込書はご利用いただけなくなりますので、
❷ インターネット、または❸ 電話予約をご利用ください。
＜お支払い＞基本的には「現金」／ご希望により「クレジット」

＜EC公式サイト＞ http://www.kodo.or.jp/ec/

お問い合せ・お申込み：鼓童チケットサービス
〒952-0611　新潟県佐渡市小木金田新田148-1
Tel. 0259-86-2330（月〜金 9:30〜17:00）／Fax. 0259-86-3631
Email: ticket@kodo.or.jp

申込方法

お支払い 郵便振込 銀行振込 クレジット クレジット コンビニ

選考結果

お届けする物
お届け時期

参加受付

支払案内

① 申込書 ② インターネット

請求書と払込取扱票
をお届けします。

請求書を
お届けします。

請求書のお届けは
ありません。 7/22（月）までに

Eメールでご案内いたします。
7/22（月）までに郵送でおとどけします。

ご入金をもって参加受付とします。 参加のご連絡を1週間
以内にお願いします。

チケット予約サイトからの決済手続きを
もって参加受付とします。

WSチケットと参加案内

入金確認後の8月上旬 決済後の8月上旬 入金確認後の8月上旬

【EC期間中のチケット販売およびお引取りについて】
昨年までのEC案内所から、「木崎神社（札所）」にチケット販売所が移転いたします。
※木崎神社は、城山コンサート会場の入口にある神社です。「色別入場整理券」の配付も、
　木崎神社境内で行います。（「色別入場整理券」については、公式サイト等でご確認ください。）
※JRやプレイガイド発行の「引換券」の引換は、EC案内所でも行います。

※6/28まで受付し、定員以上のお申込があった場合は「選考」とさせていただきます。

【注意事項】
ワークショップの見学はできません。（保護者の方も見学はできません。）
対象に「経験者」と記載されているもの以外は、未経験者の方もご参加いただけます。

　ワークショップ（WS）のお申込、お支払い方法とチケット受取りまでの流れ

※城山コンサート、トーク＆ライブ、セミナーは、先着順で受付いたします。

　ワークショップ（WS）ラインナップ　裏面申込書の No. 欄には①〜⑩の番号をご記入ください。

　ご予約の変更やキャンセルについて 　海外からのお申込みについて

8/1（木）以降のご予約分は、EC期間中に「ECチケット販売所」でお引き取りください。

※WSチケットは、送料無料でお届けいたします。

※定員に空きのあるWSのみ、「先着順」で受付いたします。
❶ 申込書か ❷ インターネット予約をご利用ください。※❸ 電話予約はお受けできません。

※「城山コンサートのみ購入ご希望」の場合、JTBやJR、島内のプレイガイド等でもお求めいただけます。取扱いの券種はそれぞれに異なります。チラシや公式サイトで詳細をご確認ください。

　城山コンサート、トーク＆ライブ（TL）、セミナー（SN）お支払いとチケット受取りまでの流れ


