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10/9休卜19個)サンシャイン劇場
豊島区東 74Ll袋 314サンシャインシティ文化会館4階 0339875281
0有楽町線「東池袋J駅から地下通路を通って徒歩5分。

●「池袋J駅東回から徒歩15分。
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※ロビー開場は開演の 11寺間前、客席開場は開演の30分 前

X10月 18日 (土 )は客席内にDVD収録用のビデオカメラが設置されます。予めご了承くださいませ。

◎チケットぴあ 0570‐ 02‐9950[発売日特電](lo:oo-23:59

0570‐ 02‐ 9999【 Pコ ード:437‐ 853】 (7/27～ )

httP://Pia,P/t/い ソコン携旬
◎ローソンチケット0570‐ 084・ 637[発売日特電](loioo 18:00

0570-084_003【 Lコ ード:37399】 (7/2618,00～ )

0570‐ 000‐407(7/261800～ オベレーター対応)

: =摯11
◎サンシャイン劇場 窓口販売(lo:30-18:00X'/26の み10:00～ 1100

◎キャラメルボツクス 03‐ 5342‐ 0220(12oo 18oo日 祝休み)X7726は 1000γ

httPノ /、ぃぃスlcaramclb∝ cOm/
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]]l隠ぽ::磯掌轟轡聾
屯所に帰った迅助に対し、上方歳三は切腹を命じる:'中 山が自分も

切腹すると言うと、上方は 1・ 日以内に下手人を斬れば、罪を免じると

言つき

迅助は竜馬の元に1旬 かい、下手人の居場所を教えてくれと頼む。が、

竜馬は断る。そして逆に、新選組を辞めて、自分の仲間になれと誘う。

迅助の心は揺れる……。

[プロデューサー]・Ft部 隆 [総合プロデューサー]渡辺ミキ

[協賛]mbぃ識る  [制 作]ワ タナベエンターテインメント ネビュラプロジェクト [企画製作]● WATA‖ ABE E‖TERTAl‖‖E‖T

STAFF[美 術]伊藤保恵 [照明]佐藤公穂  [音響]早川 毅 [選 曲]加藤昌史

[衣 裳]三大寺志保美 [ヘアメイク:武井優子 [かつら]太陽かつら [演 出助手]自 井 直

[題字]安 日有吾 [宣伝美術]柳沼博雅(GOAT)[宣伝写真]平 田光●(ア ポロ創研 )

[宣 伝衣裳]二大寺志保美 [宣伝ヘアメイク]武 井優 子 [宣伝かつら]太 陽かつら

「it作 ]黒 木貴士 加藤美秋/仲利和生 :宣伝]大澤剛 渡邊あや [票券]L野 正人

[殺 陣]武 田浩二 (ア クションクラブ)

[舞 台監督]堀 吉行 (DDR)

[制 作デスク]西り1陽 子

10/31o l1/1(Ll
名鉄ホール

:躙聡暫孔寡「禁配験雰
1唯 052謝 7755

名鉄百貨店本館エレベーターで10階

10/31 1111
金   土

13:00-
19:00~ ×開場は開演の30分 前

◎チケットぴあ 0570029999【 Pコード:437854】

httP://Piaり P/t/。 ソヾコン携帯)

◎ローソンチケット0570‐084004【 Lコ ード:48704】

0570‐ 000-407(オ ペレーター対応)

http://1‐ tikc com/(パソコン携帯)

◎e+(イ ープラス)httP://cPlus,PIヾ ソコン携帯)

◎名鉄ホーフレチケットセンター

052-561‐ 7755(lo:oO-18100)

httP://、ゃ、ゃ、vc― mCitCtsu com/1nds/hal1/(パ ソコン)

◎キャラメルボックス

03-5342-0220(12:00～ 1800日祝休み)× 7/26は 1000～

httP://wwwcaramclbox cOm/

成井豊

10/24(ω -26個)

梅田芸術濠1場 シァター・ドラマシティ

否腰彗奮婆:A到]よ葉× :孔]著猥創R駄阪」駅御堂翻田よ囃歩粉
10/24 25 26

金  土  H

13:00-
18:00-
19100- ※開場は開演の30分 前

◎チケットぴあ 0570‐029513[発 売日特電](lo:oo 23 59

0570‐ 02‐ 99991Pコード:437822】 httP://Pia,P/t/(パ ソコン携■)

◎ローソンチケット0570‐ 084‐ 629[発売日特電](lo:oo 18:00

0570-084‐ 005【 Lコ ード:59043】 (7/2618:00～ )

0570‐ 000-4o7(7/261800～ オベレーター対応)httP://1‐ tik co.T1/1ヾ ソコン携帯)

◎CNプレイガイド0570´039988[発 売日特電]● o oo-2359

0570‐ 08‐9999け /27～)httP://cncn,P/tO/        
‐

◎e+(イニプラス)httP://cPIus,PIヾ ソコン携帯)

◎梅IB芸術劇場窓口販売17/27t10:00 16 oo      ‐

|[][{fttIII:ililjγ
漁誦糊脱は鳳～

聾i[鯰澪「椰 鶴』
馴
欄

【東京.名古屋】サンライズプロモーション東京 0570‐ 003337(10:00～ 19:00)

【大阪】キョードーインフォメーション0677328888(10100～ 19:00)

鼎襴駆鶏轟嗣旺肝響T711日


