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観劇・コンサート観劇・コンサート
◆申込方法　　ハガキ／ FAX／ホームページよりお申込みください（２演目以上の申し込みはハガキ・
　　　　　　　FAXを別々にお書きください）。座席につきましては、種別のみで座席位置は決定しており
　　　　　　　ません。座席はご希望に添えない場合もあります。
◆注　　意　　公演日、公演時間が２つ以上ある演目は、必ず希望日（番号）をご記入ください。
◆締　　切　　１月２７日（月）　<午後５時必着>
◆通　　知　　当選者の方に２月下旬までにチケットと振込用紙を簡易書留にて（公演日に間に合うよう）送
　　　　　　　ります。落選通知はいたしません。（当落のお問い合わせは２/１４以降にお願いします）
◆キャンセル　　締切後のキャンセル・変更はできません。また、発送したチケットは再発行できません。
◆託児サービス　　　　で販売した観劇・コンサートを鑑賞するために託児サービスを利用した場合に補助を
　　　　　　　します。詳しくは「　　 利用ガイド 2019」P38 をご覧ください。利用補助

おばけリンゴ
谷川俊太郎の詩的な言葉が歌い踊る － 大人と子供のための絵本ファンタジー

Based on the motion picture Once Upon a Time in America(courtesy of New Regency
Productions,Inc) and the novel The Hoods written by Harry Grey.

ミュージカル
『ONCE UPON A TIME IN AMERICA（ワンス アポン アタイム イン アメリカ）』
宝塚歌劇　雪組公演

ダイワハウスSpecial 地球ゴージャス二十五周年祝祭公演 ブロードウェイ・ミュージカル

「ウエスト・サイド・ストーリー」

新橋演舞場３月公演

恋ぶみ屋一葉 2020　有頂天作家
ミュージカル

アナスタシア

星の大地に降る涙 THE MUSICAL ～Season 2～

出演：望海風斗（上）、真彩希帆　ほか

作・演出：岸谷五朗
出演：新田真剣佑　笹本玲奈／松本利夫(EXILE)　湖月わたる　愛加あゆ　島ゆいか
　　　森公美子／岸谷五朗・寺脇康文　ほか

ポーランド人作家、ヤーノシュ作のロングセラー絵本「おばけりんご」をもと
に、詩人 谷川俊太郎氏が45年前に劇作した作品。現代においてもまったく色あ
せることのないその名作に、新進気鋭、いま注目の若手劇団モラトリアムパン
ツが挑んだ意欲作！

❶3/7（土）12：30　❷3/7（土）17：30

会場：新橋演舞場
      （東銀座・築地市場）
枚数：各回10枚（一会員2枚まで）

記憶を失った少女が、本当の自分と大切な家族を取り戻すため勇気を出して歩みだすー
壮大なスケールと豪華キャストで贈る、愛と冒険のミュージカル！

©宝塚歌劇団
Photographer LESLIE KEE(SIGNO)

❶3/20（金・祝）11：00　❷3/20（金・祝）15：00
一般指定　　　 2,400円

15歳以下指定　1,200円
会場：北とぴあ つつじホール（王子）
枚数：各回10枚（一会員４枚まで）
＊推奨年齢4歳以上 ＊❶の回は0歳から入場可。❷の回は未就学児入場不可。
＊❶の回は、2歳以下は保護者の膝上鑑賞に限り無料。3歳以上はチケットが必要です。
＊2歳以下でお席が必要な場合はチケットをお求めください。

（一般料金　3,000円）

（一般料金　1,500円）

3/14（土）11：00
Ｓ席指定　8,000円
（一般料金　9,500円）

会場：東京宝塚劇場
　　（有楽町・日比谷）
枚数：４０枚
　　（一会員２枚まで）

3/22（日）14：00
Ｓ席指定　9,700円
（一般料金　12,500円）
会場：舞浜アンフィシアター
　　（舞浜）
枚数：10枚（一会員2枚まで）
＊未就学児入場不可

会場：IHIステージアラウンド東京
　　（市場前・豊洲）
枚数：各回10枚（一会員2枚まで）
＊未就学児入場不可

全席指定　12,500円
（一般料金 15,000円）

作・演出：齋藤雅文
出　　演：渡辺えり　キムラ緑子　渡辺 徹　ほか

❶3/21（土）11：30
❷3/22（日）16：30
一等指定　8,500円
（一般料金　12,000円）

大ヒット“有頂天シリーズ”第4弾、2020年春に堂々決定！
明治43年の東京を舞台に、有頂天な恋文がつなぐ、
笑って泣ける名作喜劇！！

❶3/13（金）18：15　❷3/22（日）13：30
Ｓ席指定　10,500円
（一般料金　13,500円）

会場：東急シアターオーブ
　　（渋谷）
枚数：各回10枚（一会員2枚まで）
＊４歳以上入場可（要チケット）膝上鑑賞不可
＊出演者・スケジュール変更の場合でもキャンセル不可

岸谷五朗・寺脇康文が主宰する演劇ユニット「地球ゴージャス」。
結成25周年を記念して、2009年に上演された本作が、岸谷・寺脇以外はキャストを一新。
新演出版として上演決定！

２枚でお申し込みの場合、座席が前後または
通路を挟む場合があります。ご了承の上、お
申し込みください。

ミュージカルの金字塔「ウエスト・サイド・ストーリー」日本キャスト版のSeason2。
村上虹郎と森崎ウィンをトニー役（Wキャスト）に迎え、新しい物語を作り上げます。
360°回転する劇場で展開される斬新で壮大なステージを存分にお楽しみください。
出演：トニー 村上虹郎/森崎ウィン（Wキャスト）マリア 宮澤エマ/田村芽実（Wキャスト）
　　　アニータ MayJ./宮澤佐江（Wキャスト）リフ 上口耕平/小野賢章（Wキャスト）
　　　ベルナルド 渡辺大輔/廣瀬友祐（Wキャスト）

出演：葵わかな　木下晴香（Wキャスト）海宝直人　相葉裕樹　内海啓貴（トリプルキャスト）
　　　山本耕史　堂珍嘉邦　遠山裕介（トリプルキャスト）
　　　麻実れい　ほか
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ミュージカル ミュージカル

サンセット大通り 「陰陽師」～大江山編～

ブロードウェイミュージカル

「レント」来日公演2020 カノン

トピー工業 Presents

国際音楽祭ＮＩＰＰＯＮ２０２０

ワシントン・ナショナル交響楽団

ＳＲＰ Presents

EAST MEETS WEST 2020

～世界名門バレエ学校の饗宴 2020 ～
オーチャードバレエ・ガラ

熊川哲也オーチャードホール芸術監督 特別企画

❶3/21（土）17：00　❷3/24（火）18：30

また愛をひとつ、数えよう－
重ねた季節の分、輝きを増し続ける永遠の傑作ブロードウェイミュージカル「レント」
2020年3月、待望の再来日決定！

現代日本の演劇界を牽引する劇作家/演出家/役者/芸術監督　野田秀樹。
型破りでイメージにあふれ、あまりにもオリジナルなその戯曲に
国内外の才能あふれる演出家が敢然と挑むシリーズ企画。
作 ：野田秀樹　演出：野上絹代
出演：中島広稀　さとうほなみ ／ 渡辺いっけい　ほか

世界各国を代表する名門バレエ学校が渋谷に集結！
ミュージカルの聖地、英・ウエストエンドで活躍するトップスターたちが日本
に集結し、本場の興奮と感動を味わえるコンサート。
圧倒的な歌唱力で『オペラ座の怪人』や『レ・ミゼラブル』などから数々の名
曲をお届けします。

海も時代もジャンルも超えた夢のスーパーセッション、
2019年に引き続き開催！

＊未就学児入場不可

会場：東京国際フォーラム
　　　ホールＣ（有楽町）
枚数：各回10枚（一会員2枚まで）

（一般料金　13,500円）

Ｓ席指定　❶11,000円　
　　　 ❷9,500円

全ミュージカルファンが注目する「オペラ座の怪人」に続く
＜愛の悲劇＞の幕が開く－！
作曲：アンドリュー・ロイド＝ウェバー
出演：❶安蘭けい　松下優也　山路和弘　平野 綾　ほか　　　
　　　❷濱田めぐみ　平方元基　山路和弘　平野 綾　ほか

2/27（木）19：00
全席指定　7,000円
（一般料金　9,000円）

会場：日本青年館ホール
　　（外苑前・国立競技場）
枚数：10枚（一会員2枚まで）
＊未就学児入場不可
全世界4億ダウンロードを突破し、大人気ゲーム「陰陽師本格幻想ＲＰＧ」が再び舞台へ！！
中国14都市64公演の集大成となる東京凱旋公演を上演！

出演：鬼切役／森田桐矢　源頼光役／武藤賢人
　　　晴明役／北村健人　ほか

3/18（水）19：00
Ｓ席指定　11,000円
（一般料金　14,000円）

会場：東京建物 Brillia HALL
　　　【豊島区立芸術文化劇場】（池袋）
枚数：10枚（一会員2枚まで）
＊未就学児入場不可　
＊生演奏、英語上演、日本語字幕あり
＊上演時間：２時間３０分（休憩含む）

3/7（土）18：00
全席指定　4,000円
（一般料金　5,000円）

会場：東京芸術劇場
　　　シアターイースト（池袋）
枚数：10枚（一会員2枚まで）＊未就学児入場不可

3/1（日）13：00
Ｓ席指定　7,500円
（一般料金　10,800円）
会場：Bunkamura
　　　オーチャードホール（渋谷）
枚数：10枚（一会員2枚まで）

会場：Bunkamura
　　　オーチャードホール（渋谷）
枚数：10枚（一会員2枚まで）

会場：Bunkamura
　　　オーチャードホール（渋谷）
枚数：各回６枚（一会員2枚まで）

＊５歳以上は入場可。ただし、お一人様１枚チケットが必要です。
＊特別録音音源を使用します。

出演予定学校：ロイヤル・バレエ・スクール（イギリス）
　　　　　　　ワガノワ・バレエ・アカデミー（ロシア）ほか
演目：『くるみ割り人形』より、『ベートーヴェン・ダンセズ』より　ほか

3/7（土）12：30
Ｓ席指定　9,600円
（一般料金　12,000円）

＊未就学児入場不可　＊出演者変更による払い戻し返金不可

＊未就学児入場不可

出演：ジョン・オーウェン＝ジョーンズ　アール・カーペンター　
　　　ケリー・エリス　ベン・フォスター　アナ・オバーン　

3/10（火）19：00
Ｓ席指定　16,000円
（一般料金　20,000円）

会場：サントリーホール
　　　大ホール（溜池山王）
枚数：10枚（一会員2枚まで）

話題騒然となったチャイコフスキー国際コンクールから30年。
諏訪内晶子と世界を席巻する新時代の巨匠ノセダが放つ鮮鋭の響き
演目：バーバー 管弦楽のためのエッセイ第1番　
　　　チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲（ヴァイオリン：諏訪内晶子）
　　　ドヴォルザーク 交響曲第9番「新世界より」

❶3/28（土）17：30　❷3/29（日）13：00
S席指定　6,500円
（一般料金　8,800円）

＊３歳以上有料。３歳未満入場不可
＊開場・開演時間に変更がでる可能性がございます。

出演：夏川りみ　細野晴臣　EDGER WINTER  IVAN LINS ほか

©Musical OMJ 2019

ヴォイス・オブ・ウエストエンド 2020

ジャナンドレア・ノセダ 音楽監督・指揮

photo By Sandrine Lee






