（木）18：30 開演［ロビー開場17：30］ 東京芸術劇場コンサートホール
東京芸術劇場ボックスオフィス 0570-010-296 （休館日を除く10:00〜19:00） http://www.geigeki.jp/t/

S¥10,000 / A¥8,000 / B¥6,000 / C¥4,000 / D¥3,000 / E¥1,500 / *SS¥12,000［枚数限定］（全席指定）
主催：東京芸術劇場（公益財団法人東京都歴史文化財団）、読売日本交響楽団

開館25周年記念 芸劇フェスティバル 東京芸術劇場シアターオペラvol.9

W.A.モーツァルト歌劇「フィガロの結婚」〜庭師は見た！〜新演出

これは見逃せない！ 二人の巨匠による最強モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」
〈 声楽アンサンブル 〉
佐藤 泰子、宮田 早苗、
西本 会里、増田 弓、
新後閑 大介、平本 英一、
千葉 裕一、東 玄彦
庭師アントニ男
（アントニオ）

廣川 三憲

アルマヴィーヴァ
伯爵

アルマヴィーヴァ
伯爵夫人

フィガ郎
（フィガロ）

スザ女
（スザンナ）

大山 大輔

ナターレ・デ・カロリス テオドラ・ゲオルギュー

小林 沙羅

ケルビーノ

マルテン・エンゲルチェズ

〈 演劇アンサンブル 〉
川原田 樹、菊沢 将憲、
近藤 彩香、佐々木 富貴子、
佐藤 悠玄、長尾 純子、
永田 恵実、野口 卓磨

［指揮、総監督］

［演出］

井上道義

野田秀樹

〈 合唱 〉新国立劇場合唱団
マルチェ里奈
（マルチェリーナ）

森山 京子

走り男
（バジリオ）

バルト郎（ドン・バルトロ）

牧川 修一

妻屋 秀和

狂っちゃ男
（クルツィオ）

バルバ里奈
（バルバリーナ）

三浦 大喜

コロン・えりか

〈 管弦楽 〉読売日本交響楽団
〈 チェンバロ、コレペティ
トゥール〉
服部容子

宮城公演

チケット料金（全席指定・税込）

S
D

10,000 円
3,000 円

8,000 円
1,500 円

A
E

6,000 円 C 4,000 円
SS 12,000 円 ［枚数限定］
B

10月22日（木）18:30開演（ロビー開場17:30）※追加公演

東京芸術劇場ボックスオフィス

10月24日（土）14:00開演（ロビー開場13:00）

電話 0570-010-296 & 窓口

10月25日（日）14:00開演（ロビー開場13:00）

（休館日を除く10:00〜19:00）

予定上演時間：3時間30分（休憩含む）

WEB http://www.geigeki.jp/t

【注意事項】

※24時間受付（メンテナンスの時間を除く）※発売初日は10:00より受付

・ 公演内容につきましては、変更が生じる場合がございますので、
ご了
承ください。

〈 その他プレイガイド 〉

ローソンチケット
0570-000-407

（オペレーター対応10:00〜20:00）

0570-084-003

●

※発売初日は10:00より受付

●

イープラス
http://eplus.jp

※発売初日は10:00より受付

・ 公演中止の場合を除き、
ご予約・ご購入いただきましたチケットのキャ

チケットぴあ
0570-02-9999

ンセル・変更は承れません。

・ 営利を目的としたチケットの転売は固くお断りします。

（Pコード：255-619）

・ 開演時刻に遅れますと、長時間入場をお持ちいただいたり、立ち見と

※発売初日は10:00より受付

●

なる場合がございます。

東京文化会館チケットサービス
03-5685-0650

・ お席によって字幕の見切れ、舞台装置により見切れる場合がございま

http://www.t-bunka.jp

本公演には、託児サービス
（予約制・有料）
がございます。

（10:00〜19:00）

※発売初日は10:00より受付

すがご了承ください。

・ 未就学児のお子様のご入場はご遠慮ください。
（お問合せ：東京芸術劇場 03-5371-2111）

東京芸術劇場 〒171- 0021 東京都豊島区西池袋1- 8 -1 TEL 03 - 5391- 2111

アクセス…JR、東京メトロ、東武東上線、西池袋線池袋駅西口より徒歩2分。池袋駅地下通路の2b出口で直結しています。

【全国共同制作プロジェクト】

［春期］5/26 金沢歌劇座、6/6•7兵庫県立芸術文化センター KOBELCO
大ホール、8/10 サンポートホール高松 大ホール、6/17 ミューザ
川崎シンフォニーホール

［秋期］10/24・25 東京芸術劇場コンサートホール、10/29 山形テルサ テ
ルサホール、11/1 名取市文化会館 大ホール、11/8 メディキット県
民文化センター（宮崎県立芸術劇場）、11/14 熊本県立劇場 演劇
ホール、
［関連公演］
（大阪）5/30・31 フェスティバルホール

〈共同制作〉
（公財）金沢芸術創造財団、兵庫県立芸術文化センター、
（公

財）高松市文化芸術財団、ミューザ川崎シンフォニーホール（川崎市文化
財団グループ）、東京芸術劇場（（公財）東京都歴史文化財団）、
（ 一財）山

形市都市振興公社、
（ 公財）名取市文化振興財団、
（ 公財）宮崎県立芸術

劇場、
（ 公財）熊本県立劇場、
（ 公財）石川県音楽文化振興事業団（オーケ
ストラ・アンサンブル金沢）、
（ 公財）東京交響楽団、
（ 公財）読売日本交響
楽団、
（ 公社）山形交響楽協会、
（公財）九州交響楽団

チケット好評発売中！

新幹線で最短 94 分 !!

宮城 へ来てけさいん!
11月1日
（日）14:00開演（13:30開場）

名取市文化会館 大ホール（宮城県名取市増田字柳田520）
指揮・総監督：井上道義 / 演出：野田秀樹
管弦楽：山形交響楽団 / 合唱：山形オペラ協会合唱団

チケット
（全席指定）

Ｓ席10,000円 / Ａ席8,500円 / Ｂ席6,500円 /
学生席2,000円（高校生以下Ａ・Ｂより選択可）※未就学児入場不可

プレイガイド
●

チケットぴあ（Ｐコード：262-121）http://t.pia.jp
TEL：0570-02-9999（オールジャンル受付）

●

ローソンチケット
（Ｌコード：22862）http://l-tike.com
TEL：0570-084-002（Lコード予約/24h オートアンサー）
TEL：0570-000-407（オペレーター予約/10:00〜20:00全国共通）

・ 公演中の入退場、写真撮影、録音、録画は固くお断りします。

http://pia.jp/t/geigeki

（音声自動応答 Lコード：38077）

http://l-tike.com

8 /25［火］10:00 〜

公演スケジュール

チケット取扱

●

発売日〈一般発売〉

●

名取市文化会館 /名取駅コミュニティプラザ /藤崎 /仙台三越

※車椅子席、学生席（要・学生証）は、名取市文化会館窓口にてお求めください。

【問合わせ】名取市文化会館（公益財団法人名取市文化振興財団）
TEL 022-384-8900（毎月第1・3火曜日を除く9:00〜18:00）
主催：公益財団法人名取市文化振興財団

共催：ＴＢＣ東北放送

後援：名取市／名取市教育委員会

