
ディズニー･オン･クラシック
まほうの夜の音楽会 2019

※未就学児のご入場はご遠慮ください。

※TEL・オンライン予約のみ

全席指定

一般発売日

S席   8,500円
A席   7‚700円

（すべて税込）

主催：（公財）鴻巣市施設管理公社／後援：アメリカ大使館／特別協賛：JCB／
協賛：シチズン時計株式会社、三井ホーム株式会社

ディズニー・アニメーションや映画、テーマパークの名曲たちを、
オーケストラとヴォーカリストたちの生演奏でお届けする、
大人のための音楽会。
“きっと、叶う☆ Wish, Hope, Dream”をテーマに、

7年ぶりに『アラジン』を全編フィーチャー。

プレイガイド

・花吉（道の駅いちごの里よしみ内）
　（一般発売～直接販売のみ）
 　　080‒5006‒8744

・クレアこうのすチケットセンター
　（電話・オンライン予約のみ）
　初日窓口発売なし
 　　0570-666-534（10：00～18：00）
 　　https://clea-konosu.coｍ（初日10時～ 24H）

Lコード 3 2 0 2 4・ローソンチケット
 　　https://l-tike.com/
 　　0570‒084‒003（Ｌコード必要）（初日10:00～24H）
 　　0570‒000‒407（オペレーター対応 10:00～20:00）
　ローソン・ミニストップ店頭Loppi（初日10:00～24H）

・ぴあ
 　　0570‒0２‒９９９９（初日10:00～24H）
 　　https://t.pia.jp/（初日10:00～24H）

Pコード 1 5 2 - 3 9 1

・e+（イープラス）
 　　https://eplus.jp/（初日10：00～24h）

Presentation licensed by Disney Concerts.©Disneyステージ写真は過去の公演です

©1992Disney

10/19土
主催事業

 大ホール［開場］17:00／［開演］18:00　 

・花久の里（一般発売～直接販売のみ）
 　　048‒569‒3811

CLEA KONOSU Event Information

［　　　　　　　］［　　　　　　　］クレアこうのすクレアこうのす

街に笑顔と感動を。鴻巣市文化センター「クレアこうのす」がお届けするイベント情報誌

【編集・発行】
公益財団法人鴻巣市施設管理公社 
〒365-0032 埼玉県鴻巣市中央29-1 
TEL：048-540-0540　E-mail：info@clea-konosu.com

vol.59vol.59
77 1010▶

20192019

出演：リチャード・カーシー、ささきフランチェスコ（ナビゲーター）
　　　THE ORCHESTRA JAPAN、 NYで活躍するヴォーカリストたち（詳細未）

アンサンブル鴻巣ヴィルトゥオーゾ
第２3回定期演奏会 入場について

アンサンブル鴻巣ヴィルトゥオーゾ友の会
会員先行予約・お求め  一般予約・お求め（令和元年度入会会員番号（ID）が必要です。）

7月19日（金） 7月20日（土）より
電話予約　０５７０-６６６-５３４（10：00～18：00）
　※一部携帯電話、IP電話からはお受けできません。
　※通話料はお客様ご負担となります。
クレアこうのすHPからオンライン予約
　https://clea-konosu.com/（10：00～24時間）
　引換え・お求め  ●クレアこうのすチケットセンター　営業時間9：00～18：00
　　　　　　　●お近くのセブンイレブン（※手数料がかかります）
窓口：クレアこうのすチケットセンター（9：00～18：00）

電話予約　０５７０-６６６-５３４（10：00～18：00）
　※一部携帯電話、IP電話からはお受けできません。
　※通話料はお客様ご負担となります。
クレアこうのすHPからオンライン予約
　（会員IDと仮パスワードが必要となります。事前にご確認ください）
　https://clea-konosu.com/（10：00～24時間）
　引換え・お求め  ●クレアこうのすチケットセンター　営業時間9：00～18：00
　　　　　　　●お近くのセブンイレブン（※手数料がかかります）
窓口：クレアこうのすチケットセンター（9：00～18：00）

※受付開始時刻には、アクセスが集中し回線が繋がりにくくなる可能性がございます。
※公演日当日のチケット受付は、混雑する可能性がございます。あらかじめ公演日より以前に、チケットをご入手いただくことをお勧めいたします。

入場無料
【全席指定】

※入場チケットが必要です。
（クレアこうのすチケットセンターにてご予約、お求めください）

10/4金 大ホール［開場］18:00／［開演］18:30　 

全席
指定 入場無料 ※未就学児の

　ご入場は
　ご遠慮ください。

プログラム

都合により曲目・出演者を変更させていただく場合がございます。
予めご了承ください。

■W.A.モーツァルト／
　ディベルティメント ヘ長調 K.138
■D.ショスタコーヴィチ／
　室内交響曲 ハ短調 OP.110a
   （R.バルシャイによる弦楽四重奏曲第8番の編曲版）
■L.v.ベートーヴェン
　交響曲 第7番イ長調 OP.92

市制施行65周年記念
弦楽合奏団 アンサンブル
鴻巣ヴィルトゥオーゾ
第23回定期演奏会

自主事業

リチャード・カーシー ささきフランチェスコ

アンサンブル鴻巣ヴィルトゥオーゾコンサートマスター・お話 齋藤真知亜

6月25日（火）～27日（木）
6月25日（火）10:00 ～ 6月27日（木）18:00まで
クレアこうのすホームページからオンライン予約
https://clea-konosu.com/

クレアこうのす
オンライン先行予約期間

※オンライン先行予約期間は窓口販売がございません。
※受付開始時刻にはアクセスが集中することが予想されます。

※ローソンチケットプレリク先行中

6月28日（金）10：00～

次回発行は10月15日を予定しております

クレアこうのす自主事業等の公演時には、ホール前ロビー付近でその公演の関連物品
（音楽商品・書籍等）を観覧者へ販売するスペースを提供しています。観覧者へのサー
ビスの一環として行っていますので、出店のご希望がある場合は、申請してください。

◎自主事業等公演時の物品販売出店には申請が必要です

クレアこうのすには、大小の会
議室やバンド練習ができる練習
室もございます。ホールでコン
サートや演劇をご鑑賞いただく
ほかにも、会議はもちろん研修
会や勉強会、パーティー等での
みなさまのご利用もお待ちして
おります！ 詳しくは鴻巣市文化
センターまで。

「クレアこうのす」を
使ってみませんか？

鴻巣市文化センター
（クレアこうのす）

〒365-0032 鴻巣市中央29-1
TEL：048-540-0540 FAX：048-543-0640

※下記休館日は、文化センターとチケットセンターの業務は
　お休みとなります。あらかじめご了承ください。
6/26（火）・7/30（火）・8/29（木）・9/25（水）・10/22（火・祝）

＜7月〉

＜8月〉

＜7月〉

2019.7.1 ▶ 10.31  EVENT CALENDAR
大ホール

7
（日）

13
（土）

20
（土）

21
（日）

31
（水）

24
（水）

27
（土）

28
（日）

第23回おやじバンドコンサートin鴻巣

森山良子コンサートツアー2019～2020★

SAITAMAコーラスワークショップ2019★

鴻巣市立鴻巣中学校吹奏楽部定期演奏会

吹奏楽コンクールリハーサル（関係者のみ）

劇団東少ファミリーミュージカル「シンデレラ」★

ピアノ発表会

第60回埼玉県吹奏楽コンクール中学校南部地区大会★

問MUSIC STOCKER ☎090-3919-2161

問クレアこうのす

問埼玉県合唱連盟 ☎048-824-8161（水・金のみ）

問鴻巣市立鴻巣中学校吹奏楽部 ☎048-541-0272

問埼玉県立鴻巣高等学校吹奏楽部 ☎048-541-0234

問クレアこうのす

問Reiko＆Emi ☎090-7909-7063

問埼玉県吹奏楽連盟 ☎048-832-0162

クレアこうのす

［開演時間］13:30

［開演時間］16:00

［開演時間］10:00（予定）

［開演時間］13:00

［開演時間］9:00

［開演時間］14:00

［開演時間］10:30

［開演時間］10:00

２
（金）

4
（日）

1
（木）

第60回埼玉県吹奏楽コンクール中学校南部地区大会★

第60回埼玉県吹奏楽コンクール中学校中央地区大会★

九十九会 カラオケ発表会

問埼玉県吹奏楽連盟 ☎048-832-0162

問埼玉県吹奏楽連盟 ☎048-832-0162

問九十九会 ☎048-596-1453

［開演時間］10:00

［開演時間］10:00

［開演時間］9:30

＜9月〉

1
（日）

7
（土）

8
（日）

15・16
（日・月）

22
（日）

29
（日）

太鼓祭in埼玉第13回東日本大会★

さくまひできコンサート2019★

名曲歌酔いコンサート★

エレクトーンフェスティバル2019アンサンブル演奏部門★

チャリティー歌と踊りの祭典（中上野太鼓組の演奏有り）

西川スタジオ36周年発表会

問クレアこうのす 

問クレアこうのす 

問クレアこうのす

問（株）タニタ楽器 ☎048-522-5507

問関東歌謡連盟 ☎0480-85-0146

問西川スタジオ ☎048-541-0767

［開演時間］13:00

［開演時間］17:00

［開演時間］16:00

［開演時間］未定

［開演時間］9:15

［開演時間］9:50

19
（土）

15
（火）

18
（金）

24
（木）

28
（月）

29
（火）

30
（水）

31
（木）

26
（土）

27
（日）

16
（水）

14
（月）

第14回鴻巣マジックフェスティバル

鴻巣地区地域安全・暴力排除推進総決起大会

DRUM TAO 2019★

鴻巣市立鴻巣西中学校合唱祭

ディズニー・オン・クラシック～まほうの夜の音楽祭2019★

鴻巣市立鴻巣南中学校合唱コンクール

鴻巣市立鴻巣北中学校校内合唱コンクール

カラオケ発表会

夢スター歌謡祭 森昌子㊗還暦コンサート★

鴻巣市立赤見台中学校合唱コンクール

鴻巣市立鴻巣中学校合唱コンクール

鴻巣市立吹上北中学校合唱コンクール

問鴻巣マジック同好会 ☎090-2769-7101

問鴻巣市自治振興課 ☎048-541-1321

問クレアこうのす

問鴻巣市立鴻巣西中学校 ☎048-542-4261

問クレアこうのす

問鴻巣市立鴻巣南中学校 ☎048-542-2861

問鴻巣市立鴻巣北中学校 ☎048-596-3428

問身勝手三人の会（村田） ☎090-3533-7193

問㈱夢グループ ☎0570-064-724

問鴻巣市立赤見台中学校 ☎048-596-6002

問鴻巣市立鴻巣中学校 ☎048-541-0272

問鴻巣市立吹上北中学校 ☎048-548-0081

［開演時間］13:00

［開場時間］14:00

［開演時間］18:30

［開演時間］10:00

［開演時間］18:00

［開演時間］未定

［開演時間］未定

［開演時間］9:20

［開演時間］14:00 / 18:00

［開演時間］未定

［開演時間］未定

［開演時間］未定

18
（日）

埼玉県立鴻巣高等学校 令和元年度 第1回学校説明会

第3回綾乃バレエスタジオ発表会
問埼玉県立鴻巣高等学校 ☎048-541-0234

問綾乃バレエスタジオ ☎080-3494-5453

［開演時間］10：00

［開演時間］15:00

＜10月〉

4
（金）

6
（日）

アンサンブル鴻巣ヴィルトゥオーゾ第23回定期演奏会▲

埼玉県立鴻巣高等学校吹奏楽部第45回定期演奏会
問クレアこうのす

問埼玉県立鴻巣高等学校吹奏楽部 ☎048-541-0234

［開演時間］18:30

［開演時間］14:00

17
（土）

※掲載した内容は申込があったイベントのみとなっており、平成31年1月末日現在のものです。※★印があるものは有料公演です。▲は入場チケットが必要です。
※開演時間未定の公演については、ご確認ください。※公演の時間・内容については、変更する場合がありますのでご了承ください。

小ホール

14
（日）

15
（月）

20
（土）

27
（土）

28
（日）

21
（日）

24
（水）

26
（金）

ウィッグ（かつら）の展示即売会

Brillant Concert

（公社）埼玉県理学療法士会南部ブロック公開講座

ピアノ発表会

SAITAMAコーラスワークショップ2019★

斎藤一人名代一番弟子 柴村恵美子講演会★

鴻巣市立鴻巣西中学校吹奏楽部第5回定期演奏会

うたえ！ 鴻巣ほっとパーク歌う会★

鴻巣市立鴻巣北中学校吹奏楽部定期演奏会

リトルピアノコンサート　ピアノ発表会

問㈱ユキ ☎052-459-7030

問野島

問（公社）埼玉県理学療法士会 

問マルカート ☎048-548-1573

問埼玉県合唱連盟 ☎048-824-8161（水・金のみ）

問まるかんのお店 明るく楽しく ☎090-1405-7958

問鴻巣市立鴻巣西中学校吹奏楽部 ☎048-542-4261

問うたえ！ 木曜ほっとパーク ☎048-728-2421

問鴻巣市立鴻巣北中学校吹奏楽部 ☎048-596-3428

問加藤 ☎048-597-3022

［開演時間］10:00

［開演時間］12:30

［開演時間］10:30

［開演時間］13:30

［開演時間］10:00（予定）

［開演時間］13:30

［開演時間］13:30

［開演時間］10:00

［開演時間］13:30

［開演時間］14:00

7
（日）

4
（木）

＜9月〉

5
（木）

7
（土）

14～16
（土～月）

歌声コンサート7★

天神自治会敬老会

市民リフォーム祭

問クレアこうのす

天神自治会 ☎048-542-5335

問㈱ハウスドゥ ☎048-773-3119

［開演時間］14：00

［開演時間］13：00

［開演時間］10:00

17
（金）

22
（日）

27
（金）

28
（土）

21
（土）

＜8月〉

3
（土）

4
（日）

10
（土）

11
（日）

ヴィルトゥオーゾ音楽の森・夏★

Soave「ピアノ発表会」

少年少女スウィンカップ空手大会

彩の国きずなウォーク2019解団式

第4回軽度発達障がい児によるピアノと学習発表会

うたえ！ 鴻巣ほっとパーク歌う会★

第3回みんなで楽しもう音楽会

問クレアこうのす 

問Soave ☎048-596-2165

問スウィン鴻巣スポーツクラブ ☎048-542-1104

問彩の国１００ｋｍ実行委員会 ☎090-3040-2830

問加藤音楽教室・ララの家 ☎048-786-4832

問うたえ！ 木曜ほっとパーク ☎048-728-2421

問ジャズコミュニティフレンズ ☎0280-32-1150

［開演時間］15:00

［開演時間］13:30

［開演時間］13:00

［開演時間］13:00

［開演時間］14:00

［開演時間］10:00

［開演時間］13:00

24
（土）

30
（金）

31
（土）

＜10月〉

5
（土）

6
（日）

14
（月）

25
（金）

鴻巣・憲法九条の会 東大教授高橋哲也さんの講演と和太鼓の公演★

オカリナゆめの小びん『ワクワク』音楽会

横田美穂フルート教室発表会

法人会の集い（公開講演会）

うたえ！ 鴻巣ほっとパーク歌う会★

問鴻巣・憲法九条の会 佐藤正八 ☎048-541-2072

問ゆめの小びん 畠山 ☎048-592-7839

問エクセラ・カルチャースクール ☎048-591-3359

問（公社）上尾法人会 ☎048-541-1008

問うたえ！ 木曜ほっとパーク ☎048-728-2421

［開演時間］14：00

［開演時間］13:00

［開演時間］13:30

［開演時間］14:00

［開演時間］10:00

16
（水）

保育所まなぴぃ鴻巣園・川里園合同運動会（関係者のみ）

うどん寄席インこうのす

自治会主催の敬老会（関係者のみ）

うたえ！ 鴻巣ほっとパーク歌う会★

美根ゆり香CONCERT2019inクレアこうのす★

問保育所まなぴぃ ☎048-577-6226

問加須落語愛好会 ☎080-6757-0473

問生出塚団地自治会・上生出塚花水木自治会

問うたえ！ 木曜ほっとパーク ☎048-728-2421

問クレアこうのす

［開演時間］9:30

［開演時間］14：00

［開演時間］10:30

［開演時間］10:00

［開演時間］18:00



CLEA

●▼

プ
レ
イ
ガ
イ
ド

自主事業

全席自由

一　般  2,000円
U-25チケット 1‚000円

（すべて税込）

※U-25チケット：25歳以下の方対象のチケッ
トです。当日入場時、年齢確認ができる証明証
をお持ちください。※4歳以上入場可

※都合により、曲目・出演者を変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

曲目

・パガニーニ／モーゼ幻想曲（ヴィオラ伴奏）
・ロッラ／ヴァイオリンとヴィオラの二重奏曲
・ヴィエニアフスキ／華麗なるポロネーズ第１番 op.4（ヴィオラ伴奏） 他

※U-25チケットは対象外。

アンサンブル鴻巣
ヴィルトゥオーゾ友の会 会員

5割引

ヴィルトゥオーゾ音楽の森・夏
弦楽合奏団アンサンブル
鴻巣ヴィルトゥオーゾ団員によるトーク＆コンサート

主催事業名曲歌酔いコンサートオーケストラと
合唱団で奏でる

出演：大江のぞみ（ヴィオラ）／佐藤久成（ヴァイオリン）

出　演：N響団友オーケストラ
　　　 杜の音シンガーズ
ゲスト：秋川雅史

美根ゆり香 
CONCERT 2019

“素直な気持ちで”
㏌ クレアこうのす 

東京打撃団／
〈篠　笛〉村山二朗
〈和太鼓〉田川智文・加藤拓哉・横山亮介・露木一博・
 佐藤晃弘・長谷川暢

クプレイガイド

電話番号等はプレイガイドを
ご参照ください。

コミュニティ事業

大江のぞみ

佐藤久成

2019年7月～10月 クレアこうのすイベント情報

太鼓祭 in 埼玉 
第13回東日本大会

9/1日  大ホール［開場］12:30／［開演］13:00　 

共催事業

お一人様　5枚まで

主催：一般財団法人日本太鼓協会

全席指定

S席 1,800円  A席 1‚500円
（すべて税込）

・TEL 10:00～ ・オンライン 10:00～
◎一般発売日 7 ⁄ 6(土)

※発売日初日の窓口発売はございません。
※初日で完売の場合、翌日からの窓口発売はございません
※電話・オンラインでは座席指定ができません

◎一般発売日 6 ⁄ 29(土)

プレイガイド ク
電話番号等はプレイガイドをご参照ください。

森山良子 コンサートツアー 2019～2020 
～Prime Songs～
森山良子 コンサートツアー 2019～2020 
～Prime Songs～

7/13土  大ホール［開場］15:30／［開演］16:00　 

市制施行65周年記念
さくまひでき
コンサート 2019
～10年目の感動をあなたと共に…～

9/7土  大ホール［開場］16:30／［開演］17:00　 

DRUM TAO 2019
RHYTHM of TRIBE～時空旅行記2～

10/16水  大ホール［開場］18:00／［開演］18:30　 

和太鼓 東京打撃団
11/16土  大ホール［開場］15:30／［開演］16:00

共催事業

共催事業

※3歳以下入場不可

全席指定

一般 4,000円
こども（4歳～中学生）
 2‚000円

（すべて税込）

・TEL 10:00～ ・オンライン 10:00～
◎一般発売日 7 ⁄ 13(土)

※発売日初日の窓口発売はございません。

出　演：
声優／田丸篤志、帆世雄一、酒井広大
チェンバロ奏者／楠未帆

フォアレーゼン
ヴェルサイユ騒動記
～VORLESEN～

声優
朗読劇

劇団東少ファミリーミュージカル
劇団東少創立70周年記念公演！

シンデレラ アーティスト：DRUM TAO「S組」

Photo©藤田真郷

9/5木  小ホール［開場］13:30／［開演］14:00

8/3土  小ホール［開場］14:30／［開演］15:00　

9/8日 大ホール［開場］15:30／［開演］16:00

9/28土  小ホール［開場］17:30／［開演］18:00

N響団友オーケストラ

杜の音シンガーズ 秋川雅史

田丸篤志 帆世雄一 酒井広大 楠未帆

Ⓒ来海ユウ・ティーエーエヌジー

主催：アートウィル

主催：㈱さくまミュージックオフィス

前売 1,500円  
当日  2‚000円

オンラインチケット予約  ご利用ガイド

会員登録
お支払い

クレアこうのすホームページからインターネットによるオンラインチケット予約が便利です。

登録料、年会費無料 予約・購入
●トップページから
　ご希望の公演を
　選択し

●「会員登録がお済みの方はこちら」
　「会員登録をされない方はこちら」
　　を選択しログイン

● 座席表を見ながら
　お好きな席を確保！

● チケットの決定を押し、
　支払い方法・引取り方法
　を選択

● 現金（窓口 or 
　セブンイレブン）
　を選択された方は●A へ
● クレジットカードを
　選択された方は●B へ

をクリック！

検索クレアこうのす

● ご希望の公演の　 　　　
　をクリックし席種・枚数・
　座席指定方法を選択

良いお席はお早めに…

ID パスワードは忘れないように
保管しましょう！

https://clea-konosu.com/

チ
ケ
ッ
ト
購
入
の
流
れ

引取り

❶お好きな会員ID・パスワードを
決めます。
❷お名前・住所・電話番号・メー

ルアドレス等お客様情報を入
力します。

●A 現金でお支払いの方 ●B クレジットカードでお支払いの方

※個人情報は、公演のチケット販売やご
案内、公演に関する変更・中止等の連
絡やその他チケット販売に関する業務
に必要な範囲でのみ利用します。

支払い方法

クレアこうのすチケットセンター ⇒ 受付番号
セブンイレブン ⇒ 払込票番号／引換票番号

が表示されますのでメモしてください。

予約時に
ご登録のメールアドレスに
確認メールが届きます。予約完了！

STEP

1
STEP

2

STEP

3

座席を選んで予約します
（自由席は座席指定できません）

現金 or クレジットカードより選択

窓口 or セブンイレブンを選択 クレジットカードを選択

引取り受付期間内に受
付 番 号／払 込 票 番 号
or 引換票番号を
お持ちの上、チケット
をお引取りください。

引取り受付期間内に受付番号／払込票番号or引換
票番号をお持ちの上、チケットをお引取りください。
※セブンイレブン引取りの場合、発券手数料が別途かかります。

予約内容を確認し「予約する」をクリック！
予約期日までに、受付番号／払込票番号を
お持ちの上、代金を支払いください

予約内容を確認しクレジットカード情報を入力し
支払い完了！
※使用できるクレジットカードはVISA/MasterCardの2種類

企画制作：㈱タイトプランニングオフィス

企画制作：ティーエーエヌジー

事前登録でチケットを簡単購入

ID パスワードは忘れないように
保管しましょう！

クレアこうのす
オンラインチケット

7月25日（木）～26日（金）
7月25日（木）10:00 ～
 7月27日（金）18:00まで

クレアこうのすホームページからオンライン予約 https://clea-konosu.com/

クレアこうのすオンライン先行予約期間

※オンライン先行予約日は窓口販売がございません。
※受付開始時刻にはアクセスが集中することが予想されます。

　

前売 3,000円
当日 3‚500円

電話番号等はプレイガイドをご参照ください。

電話番号等はプレイガイドを
ご参照ください。

ク

主催：月光レコーズ

主催：サンデーフォークプロモーション
後援：FM NACK5
協力：エニー
制作協力：バンブートゥリー

全席自由 （すべて税込）

プレイガイド

電話番号等はプレイガイドを
ご参照ください。

ク

電話番号等はプレイガイドをご参照ください。

Pコード 150-648・ぴあ
Lコード 34714・ローソンチケット

電話番号等はプレイガイドをご参照ください。

Pコード 492-265・ぴあ
Lコード 33677・ローソンチケット

共催事業

ク 花ぴ ロ

ク 花ぴ ロ

電話番号等はプレイガイドをご参照ください。

Pコード 141-748・ぴあ
Lコード 75006・ローソンチケット

ク 花ぴ ロ

電話番号等はプレイガイドをご参照ください。

Pコード 155-560・ぴあ
Lコード 33152・ローソンチケット

ク 花ぴ ロ

ク 花ぴ ロ

6/30日 大ホール［開場］14:30／［開演］15:00　 

S席 5,000円  A席 4,000円

全席指定 （すべて税込）

※未就学児のご入場はご遠慮ください。

【フォアレーゼンTicket】
　https://www.funity.jp/tickets/vorlesen/showlist
【アニメイトオンラインショップ】
　http://bit.ly/2Aes1Ng

電話番号等はプレイガイドをご参照ください。

Pコード 492-264・ぴあ

Lコード 33691・ローソンチケット

7/27土 大ホール［開場］13:30／［開演］14:00　 

主催事業

主催事業

鈴木まりや

ゲスト：林田ひろゆき

菅原聡史 山上綾加

［シンデレラ］
鈴木まりや（元AKB48メンバー 埼玉県出身）

［ピエール］
山上綾加（元AKB48ユニットDIVAメンバー）

［王 子］
菅原聡史（劇団東少ミュージカル多数出演）

共催事業

全席指定 6,500円（税込）
※未就学児のご入場は
　ご遠慮ください。

共催事業

ステージ写真は過去の公演です

世界観客動員数800万人超。和太鼓を
驚異のパフォーマンスで表現する、新時
代の日本エンターテイメントオフ・ブロード
ウェイSOLD OUT、Newsweekが「日
本を売り込む『顔』になる！」と絶賛。
2019年より東京常設劇場「万華響
-MANGEKYO-」上演開始。現在3
班で年間700公演超を上演している。

7月27日（土）10：00～ ※TEL・オンライン予約のみ一般発売日

杉山
公章の 歌声コンサート7歌って

健康！！

※前売りで完売した場合は、
　当日券の販売はございません。 ※歌詞はスクリーンに表示されます

好評
発売中

好評
発売中

好評
発売中

（各回共通・すべて税込）
全席自由

前売 1,000円  当日 1‚500円
全席指定 （すべて税込）

プレイガイド

主役はお客様！上手・下手なんてココでは
関係なし！楽しく元気に思いっきり歌いましょう！

Pコード 155-020・ぴあ

ク ぴプレイガイド

プレイガイド

好評
発売中

好評
発売中

好評
発売中

プレイガイド

プレイガイド

プレイガイド

電話番号等は
プレイガイドをご参照ください。

前売りで完売した場合は当日券の販売はございません。

クプレイガイド

全席指定 5,800円（税込）
※未就学児のご入場はご遠慮ください。

全席指定

おとな 1,000円
こども  500円

（高校生以下）

（すべて税込）

※３歳以上有料。２歳以下膝上鑑賞無料、
ただしお席が必要な場合は有料。

好評
発売中

プレイガイド

全席指定 3,500円（税込）
※未就学児のご入場はご遠慮ください。

※サービス利用料とコンビニ発券手数料が別途掛かります。

0570-666-534

https://clea-konosu.com/

クレアこうのすチケットセンター ローソンチケット

クレアこうのすチケットセンター

電話受付
（10：00～18：00）

窓口営業時間
（9：00～18：00）

※一部携帯電話、IP電話からは受付できません。
※通話料はお客様ご負担となります。

※一部オンライン予約を取り扱わない公演もございます。

●クレアこうのすチケットセンター（9：00～18：00）

下記窓口で直接購入・引取りいただけます

●セブンｰイレブンｰジャパン（初日 10：00～24H）

●チケットぴあのお店
　（店舗により営業時間は異なります）
●セブンｰイレブンｰジャパン
　（初日 10：00～24H）

ファミリーマート（初日 10：00～24H）

※オペレーター対応10：00～20：00
※ローソン・ミニストップ店頭Loppi
　初日は10：00～24時間対応

ク ぴ

TEL.048-569-3811
（一般発売日～※直接購入のみ）

TEL.080-5006-8744
（一般発売日～※直接購入のみ）

花吉（道の駅いちごの里よしみ内）花

花久の里

● チケットの引換え場所は、必ずオペレーターにご確認ください。● チケット引取りの際に必要ですのでメモを
ご用意ください。● ご予約後は引取り期限までに引換えください。● チケットぴあ・ローソンチケットでのご予約
はコード番号を入力していただくとスムーズです。

ロ イープラス
電話予約

インターネット

https://eplus.jp/ ※24時間対応
予約初日は10：00～

インターネット

窓口販売

窓口引取

https://t.pia.jp/

0570-02-9999
※24時間対応／予約初日は10：00～

電話予約

インターネット

https://l-tike.com/

0570-084-003
※24時間対応／予約初日は10：00～

0570-000-407

電話予約

インターネット

窓口販売

窓口引取


