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東京公演 ,同 時 :2015年 8月 22日 (土)～ 9月 6日 (日 )会 場 :世田谷パプリックシアター

主催 :l■l森崎事務所 M&Oplays 料金 :前売り・当日共 (全 席指定。税込)S席 7,500円、A席 5,500円、U‐25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)、 世田谷パプリックシアター友の会会員割引 S席7,000円、せたがやアーツカード会員割引 S席 7,300円、チケット発売 日:2015年 6月 20日 (土 )

[チ ケツト取り扱い30チ ケットぴあ wEB>http://pia jp/t/nijimarble/(PC・ MB共 通)店頭 >セ プン‐イレプン、サークルK・ サンクス、チケットぴあ店舗 発売日初日特電●0570029910(Pコ ード不要

/2015年 6月 20日 (土 )10:oO～ 23:59)発売2日 日以降●057002-9999(Pコ ード:443090/2015年 6月 21日 (日 )以降)0イ ープラス http://eplus jp/marble2015/

(PC・ 携帯)、 フアミリーマート各店舗Famiポ ート①ローソンチケツト0570-084‐ 003(Lコ ード:32278)、 0570000407(オ ペレーター対応10100～ 20:00)、

http://1 tike cOm/marble(Pc・ 携帯)、 ローソン・ミニストップ店頭Loppi OConfetti(カ ンフェティ)http://confetti― web com/marble、 0120-240-540
*通話料無料(受 付時間平日10:00～ 18:00)◎ 世田谷パプリックシアターチケットセンター 0354321515(10:00～ 19100)、 http://setagaya‐ pt ip/(PC)、

http://setagaya‐ pt jp/m/(携帯)

0車いすスペースのご案内 (定 員あり 要予約)米斗金 :S席の一般米斗金より10%割引(付 添者は1名 まで無料)ご観劇日の前日19時までに0354321515(世 田谷パブリンクシアタ~チケットセンター)ヘ

0託児サービスのご案内 (定員あり 要予約)料金 :2,000円  対象 :生後6カ月以上9歳未満 ご利用希望日の3日 前の正午までに0354321526(世 田谷パブリックシアター)ヘ

お問い合わせ :榊森崎事務所 M&Oplり s=03-6427‐9486(平 日11:00～ 18:00)

8/24(月 ) 8/25(火 ) 8/26(水 ) 8/27(木 ) 3/28(金 ) 3/31(月 ) 9/1(火 ) 9/2(水 ) 9/3(木 ) 9/4(金 )
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※9/3(本 )の 公演は1又録のため 客席内にカメラが入ります。予めご了承下 さい。
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、島根公演 ●日時 :2015年 9月 8日 (火 )開 演 :19:00 会場 :島根県民会館大ホール

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・山陰中央テレビ チケット発売

日 :2015年 7月 4日 (土)料 金 (全席指定。税込):S席 [一般]6,800円 /S席 [高校生以下]3,700円 、

A席 [一般]5,800円 /A席 [高校生以下]3,200円 ※A席は舞台セットの状況によって見えづらい場合がござ
います。あらかじめご了承のうえお求めください。 ※高校生以下の券は、島根県民会館チケットコーナー 島根県民会

館オンラインチケットのみで販売いたします。公演当日に年齢のわかる身分証明書 (学生証や保険証など)が必要です。
X未就学児(6歳未満)のご入場はお断りします。無料託児サービスをご利用ください。9/1(火 )までにご予約くださ。、

[チ ケット取り扱い]

⑬島根県民会館オンラインチケット (Pc・ 携帯)http:〃 www cul―shimane jp/hal1/0島 根県
民会館チケットコーナー 0852-22-5556(9100～ 18:00)0ロ ーソンチケット0570-084-006

広島公演 >日 時 :2015年 9月 10日 (木 )開 演 :19:00 会場 :広島アステールプラザ大ホール

主催 :TSSテ レビ新広島 料金 :7,500円 (全席指定 税込)、 U22チ ケッ ト(22歳以下対象)5,000
円 (当 日座席指定、要身分証明書、座席数限定)

チケッ ト発売日 12015年 6月 6日 (土 )

[チ ケット取り扱い:● TSSオ ンラインチケット http://www tss‐ tv cojp Oロ ーソンチケ
ット0570-084-006(Lコ ード:68062)、 0570-000-407(オ ベレーター対応10:00～ 20:00)、

(Lコード:68452)、 0570‐ 000‐ 407(ォ ペレーター対応10:00

～20:00)、 http://1 tike com/marble(PC・ 携帯)、 ローソ
ン・ミニストップ店頭Loppi ①チケットぴあ 0570-02-9999
(Pコ ード:443‐ 848)、 wEBレ http://pia jp/t/nijimal・ ble/

(PC・ MB共通)、 店頭>セ プンーイレプン、サークルK・ サン
クス、チケットぴあ店舗 0イープラスhttp://eplus jp/

marble2015/(PC・ 携帯)、 フアミリーマート各店舗Fami
ポート
お問い合わせ。託児申込 :島根県民会館チケットコーナー

=0852225556(9:00～ 18:00/第 2・ 第4月 曜定休)

福岡公演 >日 時 :2015年 9月 12日 (土 )開 演 :13:00 会場 :そ ぴあしんぐう

主催 :公益財団法人新宮町文化振興財団 共催 :新 宮町 。新宮町教育委員会 ☆新宮町合併 60周

年言己念事業☆ 料金 :4,000円 (全席指定 税込)当 日4,500円 (前売りで完売の場合、当日券の販売はあ

りません)チ ケツト発売 日 :2015年 6月 24日 (水 )そ ぴあしんぐう友の会先行発売、2015年 6月 27
日(土 )一般発売

[チ ケット取り扱い]0そぴあしんぐう・ユメニテイのおがた、なかまハーモニーホール、岡垣サンリー

アイ0チケットぴあ:0570‐ 02‐9999(Pコ ード:443-753)、

WEB,http://pia jp/t/nijimarble/(PC・ MB共通)、 店頭>
セプンーイレプン、サークリレK・ サンクス、チケツトぴあ店舗
0ロ ーソンチケツト:0570‐ 084-008(Lコ ード:85337)、

0570-000-407(オ ペレーター対応10:00～ 20:00)、 http://

1‐tike com/marble(PC・ 携帯)、 ローソン・ミニストップ店
頭Loppl
お問い合わせ :そ ぴあしんぐう=0929625555(9:00～
19:00)、 http://www sopiashingu jp

http://1‐ tike com/marble(PC・ 携帯)、 ローソン・ミニ

ストップ店頭Loppi● チケットぴあ 0570‐ 02‐ 9999(P
コード:443‐ 568)、 lVEB● http://pia jp/t/nijimarble/

(PC・ MB共通)、 店頭トセプンーイレプン、サークリレK・ サンク
ス、チケットぴあり苫舗●セプンチケットhttp://7ticket jp

●イープラスhttp://eplus jp/marble2015/(PC・ 携帯)、

フアミリーマート各店舗Famiポート●エディオン広島
本店●福屋広島駅前店
お問い合わせ:TSS事業部=0822531010(平 日10:00

～18:00)、 http://www tss‐ tv co jp
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主催 :仙 台放送 料金 :7,500円 (全席指定。税込)チ ケツト発売日 :2015年 6月 13日 (土 )

[チ ケット取り扱い]0仙台放送オンラインチケット◎チケッ トぴあ :0570029999(Pコ ード:

443‐ 889)、 lVEB>http://pia jp/t/nijimarble/(PC・

MB共 通)、 店頭●セブン‐イレプン、サークルK・ サンクス、

チケットぴあ店舗 ①ローソンチケット:0570084-002(L
コード:22955)、 0570-000‐ 407(オ ペレーター対応10:00

～20:00)、 http://1 tike cOm/marble(Pc・ 携帯)、 ローソ

ン・ミニストップ店頭Loppi
Oイ ープラス:http://eplus jp/marble2015/(PC・ 携
帯)、 フアミリーマート各店舗Famiポ ート
お問い合わせ :仙 台放送 :022‐ 268‐ 2174(平 日9:30～
17:30)

“

1月■■■■DIJ‐ |「F
主催 :い森崎事務所 M&Oplays、 l■l梅 田芸術劇場 料金 :前売り。当日共8,500円 (全席指定・税

込)、 チケツト発売 日 :2015年 6月 20日 (土 )

[チ ケット取り扱い]奪 チケットぴあ 発売日初日特電10:00～ 18:00'0570-02-9540、 発売日以降

>0570-02-9999(Pコ ード:443-827)、 lVEB● http://

pia jp/t/nijimarble/(PC・ MB共通)、 店頭,セ プンーイレ
プン、サークルK・ サンクス、チケットぴあ店舗 0イープラ
ス http://eplus jp/marble2015/(PC・ 携帯)、 フアミリ
ーマー ト各店舗Famiポ ー ト●ローソンチケット
0570-084‐ 005(Lコード:55775)、 0570-000-407(オ ペ

レーター対応10:00～ 20:00)、 http://1‐ tike com/marble
(PC・ 携帯)、 ローソン・ミニストップ店頭Loppi O梅 田芸
術劇場窓口販売(発売日翌日以降10:00～ 18:00)*残 席がある
場合のみ販売0梅田芸術劇場オンラインチケット(発 売日
10:00以 降)、 http://pia jP/koume/(PC&携 帯)

お問い合わせ :梅田芸術劇場=06‐ 6377-3888(10:00～ 18:00)
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大阪公演 >日 時 :2015年 9月 20日 (日 )開 演 :12:00。 開演 :17:00

会場 :梅田芸術劇場 シアター・ ドラマシテイ

静同公演 >日 時 :2015年 9月 25日 (金)開 演 :19:00 会場 :ア クトシテイ浜松

主催 :静岡朝 日テレビ、後援 :(公財)浜 松市文化振興財団・中日新聞東海本社

円、A席 6,000円、B席4,500円、SS席 8,500円 (全 席指定。税込)

チケット発売日 :2015年 6月 20日 (土 )10:00～
[チケツト取り扱い]① チケットぴあ0570‐ 02-9999(Pコ ー

ド:443‐ 768)、 wEB,http://pia jp/t/nijimarble/
(PC・ MB共通)、 店頭

'セ
プン‐イレブン、サークルK・ サン

クス、チケットぴあ店舗 0イープラス http://eplus jp/

marble2015/(PC・ 携帯)、 フアミリーマー ト各店舗
Famiポ ート0ロ ーソンチケット 0570084004(L
コード:47188)、 0570-000‐ 407(ォ ペレーター対応10100～

20:00)、 http://1 tike cOm/marble(Pc・ 携帯)、 ローソン・
ミニストップ店頭Loppi OYOU創 企画 :053‐ 422‐5182
お問い合わせ:静 岡朝日テレビ事業部=054‐ 251-3302
(祝 日を除く月―金10100～ 18:00)
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大ホール

料金 :S席 7.500

ー

愛知公演 >日 時 :2015年 9月 22日 (火祝)開 演 :13:00・ 23日 (水 祝)開 演 :13:00

会場 :刈 谷市総合文化センター 大ホール

主催 :メ ～テレ・刈谷市・刈谷市教育委員会・刈谷市総合文化センター (KCSN共 同事業体)

料金 :8,500円 (全 席指定・税込)チ ケツト発売日 :2015年 6月 20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サービス)http://www nagOyatv com/event/
●刈谷市総合文化センター窓口 ※電話予約はありません 0刈谷市総合文化センターH P http:〃
VV～νつ′kariya hall info jp/● チケットぴあ 0570-02-9999(Pコ ード:443-965)、 WEB● http://

pia jp/t/nijimarble/(PC・ MB共通)、 店頭●セプン‐イレプン、サークルK・ サンクス、チケットぴ
あ店舗●ローソンチケット0570‐ 084‐ 004(Lコ ード:47363)、

0570-000-407(オ ペレーター対応10100～ 20:00)、 http://

1‐tike com/marble(PC・ 携帯)、 ローソン・ミニストップ
店頭Loppi● イープラスhttp://eplus jp/marble2015/

(PC・ 携帯)、 フアミリーマート各店舗Farniポート
0名鉄ホールチケットセンター 052‐ 561-7755、
http://www e‐ meitetsu com/mds/hal1/
●栄ブレチケ920529530777
お問い合わせ :メ ～テレ事業部=052-3319966(祝 日を除

く月―金10:00～ 18:00)

公益財団法人浜松市文化振興嗣

アク トシティ浜松 Te 053 451 1¬ 1
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