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TOKYO:2口 1叫 ロフ/叫 (金 )～ 7/27(日)本多劇場

NAGOYA:201叫コ7/31(木 )日本特殊陶業市民会館・ビレッジホール

□5AKA:201曝 .8/2(土 )十 日/3(日)サンケイホールブリ…ゼ

5HiZUOKA:201叫 .8/5(大 )焼津文fヒ会館 大ホール

5H:MANE:201叫口8/7(木)島根県民会館大ホール

HIR05HIMA:2014"8/91■ )はつかいち文1ヒホール さくらびあ大ホ…ル
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主催 製作 :(株 )森 崎事務所 M&0が oyS 後援 TOKYO FM 料金 :前 売 り

当 日共 6,800円 (全 席指定 税込)U-26チ ケット 4,500円 (25歳以下対象 当日

指定席券引換 枚数限定 要身分証明書 チケットぴあにて前売販売のみ取扱)チ ケッ
ト発売日:2014年 5月 10日 (土 )チ ケット取り扱しヽ :0チケットぴあ:[WEB]

hilp://pio lp/1/kOm03/(PC MBス マートフォン共通)[店頭]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 [電 話]0570029999(Pコ ー ド|

435443)●□―ソンチケット 0570084003(音 声自動応答 要Lコ ー ド
32934)、 0570-000-40ア (オペレーター対応10100～ 2000)、 hiIP://lke cOm/
komo3/(PC携帯 スマホ)、 □―ソン ミニストップ店頭Lopp Oイ ープラス :

hilPノ/eJusip/kOm。 3/(PC携 帯)、 ファミリーマー ト各店舗FOmiポ ー ト
●本多劇場 :窓 口販売のみ お問い合わせ :(株 )森 崎事務所 M&O劇 oyS

03-6427-9486(平 日1卜00～ 18:00)、 hitpノ/mo p oys cOm/kom03/

主催 :メ ～テレ 製作 :(株 )森 崎事務所 M&OdoyS 料金 :ア ,800円 (全 席指
定 税込)発 売 :2014年 4月 5日 (土)チ ケット取り扱い:0メ～チケ (メ～テレ

オンラインチケットリービス)hiipノ /www n090yottV COm/even十 /0チ ケツトぴ
あ [WEB]hl,pノ /pb ip/1/kOmo3/(PC MBス マートフォン共通)[店頭]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 電 話]0570029999(P
コード434-75ア )0□―ソンチケット0570084-004(音 声自動応答要Lコ

ード46946)、 06ア 0-000407(オ ペレーター対応10100～ 20:00)hllp://"ke

com/komo3/(PC携 帯 スマホ)、 □―ソン ミニストップ店頭Lop● ●イープラ

ス :hiIP://eが us ip/kOm。 3/(PC携 帯)、 ファミ リーマー ト各店舗 Fomポー ト
●名鉄ホー ル チケ ットセ ンター 05266]ア ア65(lO:OO― 1800)● 栄プ レ

チケ920629530ア アア(lα 00～ 2000)お 問い合わせ :メ ～テレ 事業部
05233]9966(祝 日を除く月―金 10:00^ヨ 800)

主催 :(株 )森 崎事務所 M&0口 oyS、 ブリーゼアーツ 製作 :(株 )森 崎事務所
M&OJQyS 料金 :S席 6800円 ブリーゼシート4000円 (全席指定 税込)※

ブリーゼシートはプリーゼチケットセンター(電 話 窓口)の み取扱い チケット発売
日:2014年 5月 lア 日(上 )10100～ チケット取り扱い :● ブリーゼチケットセ
ンター :06-634]8888(1卜 00～18:00/発 売初日のみ1000～ )※ 窓口での販売は発
売日翌日1卜00よりただし残席がある場合のみ。hiip://www sOnkeihO b「 eeze com/
●チケットぴあ [WEB]hittpノ /● o lP/1/kOm。 3/(PC MBス マートフォン共通)[店
頭]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 陶 調
0570029999(Pコ ード 436ア 17)0イ ープラス hilpノ/e口 us ip/kOm。 3/
(PC携 帯)、 フ ァミ リーマー ト各店舗Fomポ ー ト 0□ ―ソンチケット:

05ア0084-005(音 声自動応答 要Lコード55461)、 0570-000-40ア (オ ペレー
ター対応10:00-20:00)、 hllp://1■ ke com/kOm。 3/(PC携 帯 スマホ)、 □― ソ

ン ミニストップ店頭LOp● 0楽天チケット:hilpノ /● ckei「 。kuien cO iP/ お問

い合わせ :ブリーゼチケットセンター 06634卜 8888(ll:00～ 18Ю O)

主催 :静岡朝日テレビ、焼津市、(公財)焼津市振興公社 製作 :(株 )森崎事務所
M&0日 OyS料金:S席 ス500円 A席 6000円 (全席指定 税込)一般発売開始 :

2014年4月 26日 (土)チケット取り扱い :● チケットぴあ [WEB]hllp://0。 ip/
1/komo3/(PC MBス マートフォン共通)[店頭]セ ブンーイレブン、サークルKサ
ンクス チケットびあ店舗 [電話]05ア0029999(Pコー ド:435889)0イ
ープラス hi十 pノ /eJusip/kOm03/(PC携 帯)、 フアミリーマー ト各店舗Fomボ
ー ト 0□―ソンチケット057008400И (音声自動応答 要Lコ ード:4ア 030)、

0570-000-407(オ ペレーター対応10:00～ 20100)、 hllpノ/●ke cOm/kOm03/
(PC携 帯 スマ 7Fl、 □ ― ソ ン ミ ニ ス トップ 店 頭Lop● ●YOU倉 J企 画 :

0534225]82 お問い合わせ :静岡朝日テレビ 事業部 0542613302

主催 :公益財団法人しまね文化振興財団(島根県民会0、 島根県、山陰中央テレ
ビ 製作 :(株 )森 崎事務所 M&OJoyS チケツトー般発売 :20]4年 5月 ]0日

(土)料 金 (全 席指定 税込):S席 (一 般)6,500円 S席 (高 校生以下)3,500円 A
席 (一般)5,600円 A席 (高校生以下)3.000円 XA席は部分的に見えづらい場合がこ
ざいます。あらかじめこ了承のうえお求めください。X高校生以下の券は ._N演 当日に学生
証をこ提示ねがいます。※未就宇児(6歳未満)の こ入場はおllFり します。無料託児リービス
をこ利用ください。ア/31(木 )ま でにこ予約ください。 チケット取扱い :● 島根県民
会館オンラインチケット hilpノ /www cul sttmoneip/hdレ 0島根県民会館
チケットコー ナー 0862226666(9Ю O～ 18Ю O)0□ ― ソンチケット
0670-084-006(音声自6」j応 答 要Lコ ード61696)、 0570-000-407(オ ペレー

ター対応10:00～ 20:00)、 h十lpプ /‐‖ke com/komo3/(PC携 帯スマホ)、 □―ソ
ン ミニストップ店頭Lop● ●チケツトぴあ:[WE□ htl「″●O ip/1/kOmoo/

(PC MBス マートフォン共通)陪頭]セ ブンーイレブン、サークリレKサンクス、
チケ ットび あ 店舗『電話]0570029999(Pコ ー ド:436694)● イープラ

ス hilp//eduS ip/kOm03/(PC携帯)、 ファミ リーマー ト各店舗Fomiポー ト

お問しヽ合わせ 託児 申込 :島 根県民会館 チケットコーナー 0852225556
(9:00^¬ 8:00/第 2第4月 曜定体)

主催 :TSSテ レビ新広島、(公 財)廿 日市市文化スポーツ振興事業団

製作:(株 )森 崎事務所M&0口 oyS 料金:6.800円 (全 席指定税込)U22チ
ケット(22歳以卜対象)5,000円 (当 日座席指定要身分証明書座席数に限りあり)

※きくらぴあ倶楽部会員は割引あリ ー般発売:4/26(土 )チケット取扱い:

OTSSオ ンラインチケット hllpノ /www iss iv colp e□ ―ソンチケット:

0670-084-006(音 声自動応答要Lコ ード61580)、 05ア0-000-407(オ ペレー
ター対応10:00～ 20:00)、 hlゃ ノ/に lke com/komo3/(PC携 帯スマホ)、 □―ソ
ン ミ ニ ス トップ 店 頭 Lop● ●チ ケ ツ トび あ [WEB]hilp:″ ●O ip/十 /komo3/
(PC MBス マートフォン共通)[店頭]セ ブンーイレブン、サークルKサンクス、チ
ケットびあ店舗 「電話]0570029999(Pコ ード 435461)、 ●イープラス :

hiIP://eduS ip/kOm● 3/(PC携 帯)、 ファミリーマー ト各店舗Fomポー ト●セ
ブンイレブン(セ ブンコー ド 029159)0さ くらびあ事務室 ●エディオン
広島本店 ●福屋広島駅前店 ●アルバーク天満屋 お問い合わせ :TSS事 業
音5082-253 1010(平 日10:00～ 1800)、 hllpノ /www iss iv co lP/
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7● (火 ) 7/9(水 )17/10(本 )7/11(金 )7/:2(D 7/13(日 )

ァク:r/0

7/14(月 )17/15(火 )7/16(水)7717(本 )7ノ 18(金)T′ :`,(t, 7/2()(日 )721(月 棚 7/22(火 )7′23(水 )7′24(本 )7/25(金)T/26(上■7/27(日 )

演  : 7,10θ 1 79:r/θ  l /91θθ ‐ /9:θ θ : 演  : /9′ θθ ノ91θO I ′9:θθ

作0演出:倉持 裕

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 衣難 戸田京子 ヘアメイク:大和田―美 演出助手:山 田美紀 制作:近藤南美 市」作助手:土井さや佳 制作デスク:大島さつき 宣伝:り |1野純子,高橋郁未(る ひまわり)制作協力:L1le gionls宣 伝美術:坂本志保

宣伝写真:三浦憲治 宣伝イラスト:安齋 肇 宣伝衣裳:兼子潤子 宣伝ヘアメイク:APREA,北 一騎(と もさかりえ)HPデザイン:slock pictures プロデューサー:大矢亜由美 協力:大人計画,イ トーカンパニー,トゥインクル・コーポレーション ノックアウト,MY Promo‖ On,プリッシマ

7/31(木 )

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東京公演  色の ア/15(火)ア /16(水 )公演は収録のため、客席内にカメラが入ります。予めこ了承下さい。 *車 いすでご来場予定の方はこ観濠」日3日前までに主催までl~連絡くださしヽ。

′9:00 1 ′9:θθ : /9:Oθ


