
KAAT神奈川芸術劇場プロデュ…ス

2015年初演時劇評より
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本作は、普段表舞台に登場することのないバックステージで働く舞台スタツフの奮闘を、心弾む音楽に乗せて送るオリージ|'|ミ ||ジカ|ルモ繭

原案‐作詞‐演出1よ数多くの舞台を創り続けてきたラサール石丼。構想を10年以上温め続I九念願かなつて201誠
菫Υ竃翼鶴爾業扇璽鸞諄霧撼霊:::‐オリジナルミュージカル「HEADS UP!」 として初演し、多くのみなさまに共感いただきました。新しいことヘー歩をi

裏舞台で時間を積み重ねてきた“大人たち"へのねぎらいでもあり、光あるところには陰の力がある、見えるものは見えないも 豪畿菫露奪1清 Ltt'11

KAAT神 奈川芸術劇
〒231‐0023 神奈川県横浜市中区山下町281

場 〈ホール〉 TBS前 11反/ゝ
⊂ゾ「

フアワ
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 ]喜嘱:312赤坂サカス内

★…・アフタートークあり

(ト ーク出演者は随時公式HPにてお知らせします。)

#印 =託児サービスあり。公演1週間前までに要予約・有料

(マザーズTe1 0120‐788‐ 222)
*開場は開演の30分前 *未就学児童の入場はご遠慮ください

料金 (全席指定・税込)■S席9,800円  A席 8,000円  B席 6,000円
U24チケット(24歳以下)/4,900円  高校生以下割引/1,000円
シルバー割引 (満 65歳以上)/9,300円
*U24チケット、シルバー・高校生以下割引は9/30よ リチケットかながわの電話・窓口で承ります。

(前売のみ。枚数限定)

*車イスでご来場の方は、事前にチケットかながわにお問合せください。

一般発売開始=9月 30日 (土)10:00

09月 2日 (土)KAme(かながわメンバーズ)先行予約開始。WEB予約のみ

■チケツト取扱
チケットかながわ http:〃www kaatjp/ 0570‐ 015‐415(10:00～ 18:00)

窓口:KAAT神奈川芸術劇場2F(10:00～ 18:00)

チケットびあ 0570‐ 02-9970(発売日特電10:00～ 23:59)

http://w pia jp/t/headsup/(PC■晃帯)0570‐ 02‐ 9999【 Pコード:481‐ 050】

e+(イ ープラス)http://eplus jp/headsup/
ローソンチケット 0570‐ 084‐637(発売日特電10:00～ 23:59)

http://1‐ tike.com/headsup/ 0570‐ 084‐ 003【 Lコード:33713】  0570‐ 000-407
tvkチ ケットカウンター http://www tvkcom net/

お問合せ■チケツトかながわ 0570‐ 015‐415

主催■髄農豊T神奈サ|1芸 術劇場/石井光三オフイス/雪霞蓼う馨脅

★ ・̈アフタートークあり(トーク出演者は随時公式HPにてお知らせします。)

*開場は開演の30分前  *未就学児童のご入場はご遠慮ください。

*車イスでご来場の方は、事前にサンライズプロモーション東京にお問合せください。

料金 (全席指定・輸丞)■S席 10,800円  A席 8,500円  B席 6,500円
U24チケット4,000円 (当 日引換券・サンライズオンライン前売のみ・枚数限定)

*U24チ ケット・…24歳以下のお客さまを対象としています。当日劇場受付にて開演30分前から、
整理番号順で指定席券とお引換え致します。引換時に、年齢明記の身分証提示が必要です。

一般発売開始=9月 30日 (土)10100

■チケット取扱
サンライズオンライン http://sunrisetokyo.com(PC)

チケットびあ 0570-02‐ 9950(発売日特電10:00～ 23:59)

0570-02‐ 9999(Pコ ード:480-818) httpゾ /w pia.jp/t/headsup/(PC・ 携帯)

セブン‐イレブン/サークルK・ サンクス/チケットびあ店舗

ローソンチケツト 0570‐ 084‐634(発売日特電10:00～ 23:59)

0570‐000‐407、 0570-084-003(Lコード:34333)

http://卜 Jke com/headsup/(PC・ 携帯)ローソン、ミニストツプ(店内Loppi)

e+(イ ープラス)httpノ/eplus jp/headsup/ ファミリーマート店内(Famiポート)

ACTオンラインチケット http:〃www tbs,co jp/aCt/(PC・ 携帯)

お問合せ■サンライズプロモーション東京 0570‐ 00‐ 3337(全日10:00～ 18:00)

東京公演制作統括■石井久美子

主催■石井光三オフイス鴨 /冨議籠警犠警/KAAT神奈川芸術劇場
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お問合せ■

スーバーキャスト 026‐ 263‐ 1000
(平 日10:00～ 19:00)

長野放送 026‐ 227‐ 3000
(平 日10:00～ 17100)

主催■NBS長野放送

Super Cast
共催■上田市

後援■信濃毎日新聞社

■

■

■

■

跛‡雉爾艤骰欝雛鐙
2018年1月 26日 (金)～27日 (土 )

聰鯰:辣咆1靡‡
2018年2月 2日 (金)～4日 (日 )

傷)茂新歌舞枝座
〒543‐ 0001 大阪市天王寺区上本町 6‐ 5-13

ξ ウ宝1lf肇 子石⊥馨
l・肺 獅 難 節 センタ→

大 ホ ー ル 〒386-0025鰤 財 師 天神三丁目1秦 15

26日 (金)19:00開演(18:15開場)

27日 (」L)13:30開演(12:45開場)

料金輸席オ旨定・税込)■ S席7,800円 A席6,500円
U25チケット=3,500円 (公演日時点・25歳以下)

*U25:公演日当日25歳以下である事の証明を、入場時にご提示いただきます。

お求めは、スーパーキヤスト電話受付のみです。(前売のみ・指定エリア枚数限定 )

*車イス席をご希望の場合には、スーバーキャストまでお問い合わせください。

*未就学児童の入場はご遠慮ください。

一般発売開始=9月 30日 (土)10100

■チケツト取扱
サントミューゼ(窓 口&Web)http:〃www santomyuze.com/
平安堂上田しおだ野店/ながの東急/井上

回―ソンチケット 0570-084-003【 Lコード:34297】 (PCのみ座席選択可能)

チケットびあ 0570‐ 02‐ 9999【 Pコード:480‐ 802】

長野放送チケットセンター/チケットウェブ http:〃 123654789.com/

(トーク出演者は随時公式HPにてお知らせします。)

*未就学児童の入場はご連慮ください。

料金栓席手旨定・税込)■ S席 (1。 2階)10,000円
A席 (3階)5,000円
特別席(2階最前列)12,000円

一般発売開始=11月 18日 (土)10:00

◎新歌舞伎座友の会 対象公演

■チケツト取扱
新歌舞伎座テレホン予約センター

06‐7730-2222(10:00～ 18:00)

新歌舞伎座チケット売場(10:00～ 18:00)

チケットびあ 0570-02-9999【 Pコ ード:480‐ 739】

ローソンチケット 0570-084‐ 005【Lコード:54517】

e+(イープラス)http:〃 eplus jp

セブンチケットhttp:〃 71cket.jp ほか

お問合せ■新歌舞伎座

06-7730‐ 2121(10:00～ 18:00)

主催■新歌舞伎座

輯郎鰊驚屹毀)Jα。
刈谷市総合文化センター
アイリス 大ホール
〒448‐0858 愛知県刈谷市若松町2‐ 104

★ 15日 (木)19:00開演(18:15開場)

16日 (金)19:00開演(18:15開場)

★ 15日アフタートークあり

(トーク出演者は随時公式HPにてお知らせします。)

料 金 輸 席指定・税込 )

■S席 10,800円  A席8,000円
*車イスでご来場の方は、事前に中京テレビ事業にお問合せください。

*未就学児童の入場はご遠慮ください。

一般発売開始=9月 30日 (土)10:00

■チケツト取扱
中京テレビ事業チケットセンター

052‐320‐9933 http://cte.jp/

チケットぴあ 0570‐ 02‐ 9999【 Pコード:480‐ 113】

回―ソンチケット 0570‐ 084-004【 Lコード:43624】

e+(イープラス)http:〃 eplus jp

栄プレチケ92 052‐953‐0777
名鉄ホールチケットセンター 052-561‐ 7755
刈谷市総合文化センタ…アイリス httpsプ /kariya hal卜 info ip

セブンーイレブン/サークルK/サンクス/回―ソン/
ミニストップ/ファミリーマート店頭

お問合せ■中京テレビ事業

052‐588‐ 4477 http://cte.jp/
(営業時間/月 ～金 10:00～ 17:00土 。日・祝休業)

主催■中京テレビ放送

共催■刈谷市 刈谷市教育委員会

刈谷市総合文化センター(指定管理者:KCSN共 同事業体)
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脚本/倉持 裕 原案・作詞・演出/ラサール石井 作曲・音楽監督///玉麻尚― 振付/111崎悦子 舞台美術/ア
イ
伊藤雅子

照明′′節 真―郎 音響/本村 実 衣裳/牧野iwao純子 ヘアメイタ/宮内宏明 歌唱指導/亜久里夏代

アクション指導/野添義弘 演出助手′/藤原理恵 舞台監督///酒井健 プロダクション・マネージャー 山本園子

技術監督/堀内真人 制作//本中野しのぶ プロデューサっ/伊藤文一、馬場順子

宣伝美術′/夕カハシデザイン室 宣伝写真/西村 淳 宣伝衣裳/牧野iwao純子 宣伝ヘアメイク/荻野明美

企画製作/KAAT神奈川芸術劇場・石井光三オフイス
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