
TOKY0
2口 17年 日月5日〔土〕～27日 〔日〕

本多劇場
■主催 :(株)M&Oplays
■料金 :前 売。当日共 Z000円 (全 席指定 税込)/U25チ ケット 4,500円 (観劇時25歳以下対象

当日指定席券引換 枚数限定 要身分証明書 チケットびあにて前売販売のみ取扱)

■チケット発売日:2017年 6月 10日 (土〕
■チケット取り扱い
■チケットぴあ=http://w piajp/t/kama4/、 0570-02-9999(Pコ ード458-081)
セブンーイレブン、サークルK・サンクス、チケットぴあ店舗

口ローソンチケット=http://1-jke cOm/kama4ム 0570‐ 084‐ 003(音声自動応答・Lコ ード
32563)、 0570‐ 000-407(オ ペレーター対応10:00～ 20:00)、 ローソン、ミニストップ各店舗

■イープラス=http://eplus,p/kama4ム ファミリーマート各店舗
■Confetti(カ ンフェティ)=http://confetti― web com/kama4/10120-240-540
※通話料無料 (受付時間平日1000～ 18:00※ オペレーター対応)

日本多劇場=窓 口販売のみ

■お問合せ:(株)M&Oplays 03-64279486(平 日1100～ 18:00)

玉kGOYA メ～テレ開局55周 年記念 還目誠叩

2口 17年 B月 2ワ日〔火〕+ヨロ日〔水〕

日本特殊陶業市民会館ビレッジホール
日主催:メ～テレ
■料金:前 売・当日共 Z800円 (全席指定・税込)/U25チ ケット4,000円 (税込)※ U25はメ～チ

ケにて前売りのみ取り扱い (観劇時25歳 以下対象 当日指定席券引換 座席数限定 要本人確認書類 )

■チケット発売日12017年 5月 27日 〔土〕
■チケット取扱い
■メ～チケ=http://www nagoyatv com/event/
052-308-5222(オ ベレーター/一般発売後の平日10:00～ 1800)

■チケットぴあ=0570-02-9533(発 売日特電)、 0570-02-9999(Pコ ード457184)
http://w piajp/t/kama4ム セブンーイレブン、サークリレK・サンクス、チケットぴあ店舗

■ローソンチケット=http://t‐ Jke cOm/kama4ム 0570-084-004(Lコ ード:46688)

ローソン、ミニストップ各店舗
■イープラス=http://eptus jp/kama4ム ファミリーマート各店舗
ロセブンチケット=http://7■ cketipム セブンーイレブン店内マルチコピー機
■名鉄ホールチケットセンター=052-561-7755(10:00～ 18:00)

http://www e―me■etsu com/mds/hal1/
■栄プレチケ92=052-953-0777(10:00～ 1930/不定体)

■お問合せ:メ～テレイベント事業部 0523319966(祝 日を除く月―金10:00～ 18:00)

OSAKA
2□ 17年 ワ月2日〔土〕+3日 〔日〕

サンケイホTルブリーゼ
■主催:サ ンケイホールブリーゼ、(株)M&Oplays
■料金:前売。当日共 7,000円 (全席指定税込)■チケット発売日12017年 6月 10日 〔土〕10100～
■チケット取り扱い
■ブリーゼチケットセンター=06-6341-8888(1100～ 18:00/発売初日のみ10:00～ )

http://www sankeihallbreeze com/
※窓口での販売は発売日翌日1100よ り、ただし残席がある場合のみ。

■チケットぴあ=http://w piajp/t/kama4ム 0570-02-9999(Pコ ード458-093)
セブンーイレブン、サークルK・サンクス、チケットぴあ店舗

■イープラ不=http://eptus jp/kama4ム ファミリーマート各店舗
日ローソンチケット=http://1■ ke com/kama4ム 0570-084-005(Lコ ード:55114)
ローソン、ミニストップ各店舗

■楽天チケット=http://r tjp
■お問合せ:ブリーゼチケットセンター 06-6341-8888(1■ 00～ 18:00)

SHIMANE
2□ 17年 ワ月5日〔火〕

島根県民会館 大ホーJレ
■主催:公益財団法人しまね文化振興財団(島根県民会館)

島根県・TSK山陰中央テレビ
■料金 (全席指定税込):S席 【一般】6,800円/S席 【小中高生】3,700円
A席【一般】5,800円 /A席 【′卜中高生】3,200円×A席は一部シーン見えづらい場合あり。
※【小中高生】券は、島根県民会館のみで販売。(公演当日に学生証必要)※ 無料託児サー
ビスあり(要予約 8/29締切)X車椅子スペース&補聴器対応エリアあり(定員あ|り 要予約)

■チケット発売日:2017年 6月 17日 〔土〕
ロチケット取扱い
■島根県民会館オンラインチケット(スマホタブレットPC携帯)=
http://www cut shimanejp/hat1/

■島根県民会館チケットコーナー=0852225556(,00～ 18110)

■ローソンチケット=http://1 Jke com/kama4/、 0570-084-006(Lコ
ード:62493)、 ローソン、ミニストップ各店舗

■チケットぴあ=http://w pia jp/t/kama4ム 0570-02-9999(Pコード:

458-278)、 セブンーイレブン、サークルK・サンクス、チケットぴあ店舗
■イープラス=http://eplus,p/kama4ム ファミリーマート各店舗
■お問い合わせ・託児申込:

島根県民会館チケットコーナー0852-22‐ 5556(,00～ 1800/第2第 4月 曜定休)

Cast:

「必ずや真犯人をつきと

皆日、見当もτ

M&Oplttsフ

腹聾こお
作・演出:倉

ｒ
ず

Ｉ
・
Ｆ
Ｆ
‥
ｒ
・ヽ
‐

，Ｉ
ｌ
■
■

日/5   日/6
(土 )   (日 )

15:□ 0 14:□□

日/8
(火〕

1ワ :□ □

8/ワ   日/1口   日/11
(水〕   (木〕  (金・祝〕

14:00 14:□□ 14:□ □

8/12  日/18  11
(土 )  (日 )  |=:

14:□ D 14:□□   11

19:□ □        :「

8/15  日/16  8/17
(火)   (水 )   (木 )

14:□□ 14:□ □

19:ロ ロ

B/22  3/2
(火 )   (水

14:E

19:00 19:〔

〓
一
日

宅弘城 三階堂ふみ 員島秀利 谷田部 俊 玉置孝匡 猫背 椿
日/18  8/1,  日/2□
〔金〕   (土 )   (日 )

14:□ 0 14:□ □

19:□ 0 19:□□

【東京公演】8/23(水 )1400と 19:00公演は収録のため、客席内にカメラが入ります。予めご了承下さい。 *車いすでご来場予定の方はご観劇日3日 前までに主催までご連絡ください
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HIROSHIMA
2口 17年 ワ月7日〔木〕
JMSアステールプラザ 大ホーJレ
■主催TSSテ レビ新広島
口沐斗金:z500円 (全席指定税込)/U-25チ ケット5,000円 (税込)(観劇時25歳以下対象、前売のみ、
当日座席指定、当日要身分証提示)■チケット発売日:2017年 6月 3日 (土〕

■チケット取り扱い

■TSSオ ンラインチケット=http://www tss― tv co jp

■ローソンチケット=http://1-tike com/kama4/、 0570-084-006(Lコ ード61931)
ローソン、ミニストップ各店舗

■チケットぴあ=http://w piajp/t/kama4/、 0570-02-9999(Pコ ード:458-185)

セランーイレフン、サークルK・ サンクス、ぴあ各店舗
■エディオン広島本店PC(サ ンモール1階 )

■福屋広島駅前店
■イープラス=http://eplus jp/kama4ム ファミリーマート各店舗
■セランチケット=http://7■ cketjp/
■お問合せ:TSS事 業部 082253-1010(平 日10:00～ 18:00)

MIYAGI
2口 17年 ワ月13日 〔水〕

電カホーJレ
■主催 :仙台放送

■料金 :ス300円 (全席指定 税込)/U-25チ ケット 4,000円 (税込)※ U25はチケットぴあにて前売

りのみ取り扱い(観劇時25歳以下対象 当日指定席券引換 要身分証明書)

■チケット発売日:2017年 6月 10日 〔土〕10:00～
ロチケット取り扱い
■チケットぴあ=http://w piajp/t/kama4/、 0570-02-9999(Pコ ード:457-885)

セブンーイレブン、サークルK・サンクス、ぴあ各店舗
口藤崎
■仙台放送オンラインチケット
ロお問合せ:仙 台放送 022-268‐ 2174(平 日)30～ 17:30)

TOYAMA
2□ 17年 ワ月15日 〔金〕

富山県民会館ホーJレ
■主催:(公財)富山県文化振興財団、イッセイプランニンス チューリップテレビ
■共催:富 山県、北日本新聞社
■料金:z000円 (全席指定税込)/U-25チ ケット5,000円 (25歳 以下対象当日指定席券引妻

枚数限定要身分証明書チケットぴあにて前売り販売のみ取扱)

■チケット発売日:2017年 6月 10日 lEL〕 10:00～
■チケット取り扱い
■アーツナビ=http://arts― navi comム 076-432-3111
富山県民会館・富山教育文化会館・高岡文化ホール・新川文化ホール

■チケットぴあ=http://w piajp/t/kama4/、 0570-02-9999(Pコ ード:458-136)

セブンーイレブン、サークリレK・サンクス、ぴあ各店舗
■ローソンチケット=http://1-tike cOm/kama4/、 0570-084-005(Lコ ード52966)
ローソン、ミニストップ各店舗

■イッセイプランニング=http:http://www 4446666 com/
■お問合せ:イッセイプランニング 076-444-6666、 http://www issei ne,p/

SHIZUOKエ
2□ 17年 ワ月1日 日〔月。祝〕

静岡市清水文化会館マリナート
ロ主催:静岡朝日テレビ/静岡市清水文化会館マリナート

39うЮ
静同朝日テレビ

大ホTル

■料金:S席7500円 /A席 6,000円 /B席 4,500円 (全席指定税込)

■チケット発売日:2017年 6月 4日 〔日〕10:00～
■チケット取り扱い
■静岡市清水文化会館マリナート=0543538885電話窓口)

■あさひテレビチケットセンター=https://satv tstarjp/cart/events/10630
ロチケットぴあ=http://w piajp/t/kama4ム 0570-02-9999(Pコ ード:458142)
セブンーイレブン、サークリレK・サンクス、ぴあ各店舗

■回―ソンチケット=http://1-tike cOm/kama4ム 0570-084-004(Lコ ード:45008)

0570-000-407(オ ペレーター対応1000～ 2000)、 ローソン、ミニストツプ各店舗
ロイープラス=http://eplus jp/kama4ム ファミリーマート各店舗
ロセブンチケット=セブンーイレフン店内マルチコピー機
■YOU創企画=053-422-5182(18:00～ 20100)

■お問合せ:静岡朝日テレビ054-251-3302(平 日10:00～ 18:00)

Staff:
照明:笠原俊幸/美術:中根聡子/音響:高 塩 顕/舞台監督:幸 光順平

衣裳:高木阿友子/ヘアメイク:大和田一美/衣裳助手:梅田和加子

演出助手:相 田剛志/制作:近藤南美/制作助手:寺地友子

制作デスク:大島さつき/宣伝:杉田亜樹 (る 。ひまわり)

宣伝美術:坂本志保/宣伝イラスト:安齋 肇/宣伝写真:三浦憲治

宣伝衣裳:チヨ輌性衣裳)松居瑠里 (女性衣裳)/宣伝ヘアメイク:大和田―美

宣伝小道具:AWABEES/HPデザイン:StaCk pictures

プロデューサー:大矢亜由美

協力:大入計画 ソニー・ミュージック・アーティスツ

ザズウ ワタナベエンターテインメント

MY Promotion inc オフィスPSC

製作:(株)M&Opbys

ll日11斤Ii厨葛i腎影重
【全都市共通】*各回開場は開演の30分 前 *未就学児童の入場不可
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