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[松本公演]

10.19 fri一-21 sun
よつもと市民芸術館 特設会場

[東京公演 ]

10.6 sat―-14 sun
世田谷パブリックシアター
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世田谷パブリックシアター [東京公演 ]

◎チケット料金 (全席指定・税込)

S席 (1・ 2F)一 般 :8′000円

25歳以下 :3,500円 (枚数限定・.Sξ れいすのみ取扱)

[劇 場友の会割引 :7800円 /せたがやアーツカード:7900円
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ケツトセンターにて前売のみ取扱]

A席 (3F):5′ 500円
*未 就学児の入場はご遠慮いただきま丸 *S席 1階 1列 目-3列 目までは座イスのお席となりま魂

*開 演致 しますと本来のお席へご案内出来ない場合がございま魂

◎前売開始 2012 8 5sun

[チ ケット取扱 ]
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■いす              03-5468‐ 8113

(発売初 日10100-17:00、 2日 日以降平 日11:00-18100)

httpl″ place― net co lp/(PC)

世 田谷 パブリックシアターチケットセンター (10:0019:00) 0354321515
http:″ setagaya―pt,p/(PC)

http〃 setagaya ptip/m/(携帯)

0570-02-9999(Pコ ード:422-138)

http〃p alp/t/(PC&携 帯)

http″ep usip/(PC&携 帯)

0570-084-003(Lコ ーード:33362)

0570000-407(オ ペレーター対応)

http〃 lke com/k faust/(PC&携 帯)

0570-08‐ 9999(オペレーター対応)

http:″cnp aygu de com/(PC&携 帯)

店内マルチコピー機 (セ ブンチケット)よ り直接購入

主催 :財 団法人松本市教育文化振興財団

企画制作 :ま つもと市民芸術館

提携 :公 益財団法人せたがや文化財団 世田谷パブリックシアター

後援 :世 田谷区

お問合 せ :.ζ

'れ
いす Te1 03 5468 8113

◎前売開始 2012 8 5sun

[チケット取扱]

まつもと市民芸術館チケットセンター

ローソンチケット

e+(イ ープラス)

0263-33-2200(10,00-18:00)

窓口販売 (10:0018:00)

http:〃www mpacip/(PC)

0570-084-003(Lコ ード33380)

0570-000-407(オ ペレーター対応)

httpツトtke com/k―faust/(PC&携 帯)

ローソン(店内Lop● )でも直接販売

http〃ep usip(PC&携 帯)

ファミリーマート(店 内Farriポート)よ り直:
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チケットぴあ

e+(イ ープラス)

ローソンチケット

CNプ レイガイド

セブンーイレブン

〇託児サー ビスのご案 内 (有 料・要予約・6カ 月から未就学児まで )

チケットをご購入の上、10月 12日 〈金)ま でに イベント薔ガ Motherも にお 申込 みください

置コ0120-788‐ 222(ヨニ日10,00-12:00/13:00-17:00)

*定員に達した場合、早めに締切る場合もございま魂

2012.10 19fri― -21sun

○車椅子スペースのご案内 (定 員制 要予約/ご利用希望日の前日19時 まで)

料金:S席 一般の10%割 引 (付 添者1名 まで無料)

お申込み:世田谷パブリックシアターチケットセンター 0354321515

0託児サービスのご案内 (定 員制 要予約/ご利用希望日3日 前の正午まで)

料金 :2,000円  対象:生後 6カ 月以上9歳未満(障がいのあるお子様についてはご相談下さい)

お申込み:世 田谷パブリックシアター 0354321526

2012 10 6sat一 -14sun
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●Ｒ 助成 :文 化庁 平成24年 度優れた劇場 音楽堂からの創造発信事業

主催 :財 団法人松本市教育文化振興財団 信濃毎日新聞社 N8S長 野放送

企画制作 :ま つもと市民芸術館

後援 :松 本市 松本市教育委員会

協賛 :公 益財団法人日本教育公務員弘済会長野支部

Matsuぃ olo Perform ng Arts Fesuva

お問合せ :ま つもと市民芸術館 Tel o263 33 3800 Fax 0263 33 3830

〒154-0004

東京都世田谷区太子堂411キ ャロットタワー3F

Te1 03-5432-1526

世田否′i可
1/ッロシP■―

SETAC・ AYA PUBLlC THEATRE

〒390-0815

長野県松本市深志3101
Te1 0263-33-3800

まつもと市民・芸術館

褥 .

まつもと市民芸術館 特設会場 [松本公演 ]

◎チケット料金 (全席指定・税込)

一般 :7000円

大学生以下 :3′ 500円 (要 学生証提示)

*未就学児の入場 はご遠慮いただきま魂

*車椅子、または補助犬を伴 いご来場される方 は、

チケットご購入時にまつもと市民芸術館までお知らせ ください。

*開 演時間を過ぎてからのご入場につきましては、係員が指定するお席へご案内いた

しま丸 あらかじめご了承ください。

世 田谷パフリックシアター(3F)



K.ファウスト君、きみは誰さ?そんなに宇宙の言葉を知りたがるなんて。

よし、それならメフィストフェレスという悪魔を紹介しよう.

これはゲーテが書き上げるずっと前の、民間伝承の物語から出発した

串田和美の演劇世界.

21世 紀の超娯楽劇 ! 踊る音楽! 奏でるサーカス 1

なんともバロックなロードムービー !

[キ ャスト]
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内田紳―郎さとうこうじ
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佐藤卓

雛形あきこ小 日向文世 串田和美笹野高史

小 西 康 久

広瀬 斗史輝笹丘 明里皆本麻 帆

[サーカスアーティスト]

ヴァネッサ パウ ヴァロンタン・べ口

ニコフロングショーシャルロットコリー

[ミ ュージシャン]

十亀 正司 キテオン・ジュー クス    飯 塚 直子

熊谷由子、大塚千枝

馬場順子

[ス タッフ]

作 演出 美術

音楽

照明

音響

串田和美

coba

齋藤茂男

市来邦比古

サーカスアドヴァイザー

舞台通訳

演出助手

舞台監督

ジュロ

加藤 リツ子

坂本聖子

黒澤 ― 臣

市」lF

広報宣伝

プロデューサー

田中美樹

今井浩一

笛木園子

宣伝美術

イラストレーション


