8月4 回・5回・9月1回 企画

チケットサービス 特別前売券発売 のご案内
企 画 回

8月 15日（月）〜 8月 20日（土）

お申込み方法

8月4回
8月5回
9月1回

受 付 期 間

8月 22日（月）〜 8月 27日（土）
8月 29日（月）〜 9月 3日（土）

※「日本怪談歌舞伎」は8月4回〜9月1回の3週受付、
「喜劇特別公演」は8月4回・5回の2週受付となります。

‐
‐
チケットサービス 0120
445
152

共同購入・個配（こまどり便）
・
受取ハウスご利用の場合
8月15日（月）〜19日（金）提出の8月4回注文書、
8月22日（月）〜26日（金）提出の8月5回注文書または
8月29日（月）〜9月2日（金）提出の9月1回注文書に
6桁の注文番号と枚数をご記入ください。
●お電話でのご注文は、受付期間内に
コールセンター0120-577-039へ
8：30〜21：00
（土曜日は18：00まで）日曜休業
◆携帯電話・IP電話・県外からは0743-68-3100
※代金のお支払いは登録口座からの引き落とし

（土・日休業）
TEL.0742−34−0243【営業時間】9：00〜18：00

店舗利用の場合

（共同購入・個配・受取ハウスをご利用でない場合）

以下の事柄をご記入の上、
ハガキまたはFAXで下記へお申し込みください。
①氏名 ②組合員番号 ③郵便番号 ④住所 ⑤電話番号
⑥注文番号 ⑦公演名 ⑧公演日時 ⑨枚数
【ハガキ・FAX送付先】 〒630-8503 奈良市恋の窪1-2-2
ならコープ コープサービス「チケットサービス」
TEL.0742（34）0243 FAX.0742（34）8226
※代金のお支払いは銀行振り込みとなります。
（振込手数料は組合員がご負担ください）
※ハガキは受付期間内必着のこと。
FAXは着確認を行ってください。
（土・日休業）

と き を こ え り ん ね の ふ る い ど

時超輪廻古井処

※各企画回受付期間後のチケットの
キャンセル・変更はできません。
●お申込み多数の場合、生協での抽選となります。
抽選となった場合、結果は落選された方のみお電話
またはハガキにて、ご注文の翌週〜翌々週火曜日を
めどにお知らせいたします。
●座席の割り振りは無作為抽選にて行っております。
特定のお席の希望はお受けできません。
●チケットは簡易書留でお届けいたします。
チケット発送日以降1週間を経過しても届かない場合
は「チケットサービス」までご連絡ください。
●チケッ
ト1枚につき事務手数料が1８0円加算されます。

©松竹

©松竹

Ｇ
２ 脚本・構成
今井豊茂 演出

片岡 愛之助

今井 翼

中村 壱太郎

シリーズ累計1,000万人を動員した リング の貞子が歌舞伎に初登場
井戸をテーマにした2作品が、時を越えて令和の時代に結びつき
新たな作品として大阪松竹座で幕を開けます
この秋、日本の伝統芸能である 歌舞伎 と、
日本のホラークイーンの地位を確立する 貞子 が史上初めてコラボレーションします
貞子は、作家・鈴木光司氏が生み出した リング シリーズに登場する怨霊で、
Ｊホラーブームの火付け役として国内外で圧倒的な知名度を誇るキャラクターです。
その貞子が、400年の歴史を持つ、伝統芸能 歌舞伎 の舞台に初登場
ジャパニーズホラーの金字塔 リング の「貞子」と
日本の怪談を代表する「播州皿屋敷」、背筋も凍る新感覚歌舞伎が誕生します。
出演は片岡愛之助、今井翼、中村壱太郎。
これまで『GOEMON 石川五右衛門』など数々共演してきた出演者たちとともに
貞子が初挑戦する、新作歌舞伎にどうぞご期待ください

大阪

松竹座

令和4年10月公演

10月3日（月）初日〜25日（火）千穐楽

14,000円

※ご案内は下記日程のみとなります。

生協
大人
組合員
価格 18歳以下
（土日祝のみ）

9,000円
7,000円

︵税込︶ ︵税込︶

1・2階
一等席（指定席）
一般
価格

大阪メトロ
「なんば」駅
15-B出口より徒歩約1分

★特別に、土日祝のみ高校生以下（18歳以下）
の料金を設定いたしました。
この機会に、親子で日本怪談歌舞伎を体験してみませんか。

3週連続受付 本企画は、8月4回・5回・9月1回の3週にわたってご注文可能です。
9月14日（水）請求日 9月19日（月）〜9月23日（金）

チケット
発送日

ⒸKADOKAWA

※簡易書留でのお届けです。ご不在の場合は保管期間内（7日間）に必ずお受け取りください。

午前の部
公 演日

券種

10月 4日（火） 大 人
6日（木） 大 人

11：00 開演
注文番号

137251
137260
大 人 137278
8日（土）
18歳以下 137286
大 人 137294
9日（日）
18歳以下 137308
11日（火） 大 人 137316
14日（金） 大 人 137324
大 人 137332
15日（土）
18歳以下 137341
20日（木） 大 人 137359
大 人 137367
22日（土）
18歳以下 137375
大 人 137383
23日（日）
18歳以下 137391

午後の部
公 演日

15：30 開演

券種

10月 3日（月） 大 人
5日（水） 大 人

注文番号

137405
137413
大 人 137421
8日（土）
18歳以下 137430
12日（水） 大 人 137448
大 人 137456
15日（土）
18歳以下 137464
21日（金） 大 人 137472
大 人 137481
23日（日）
18歳以下 137499
24日（月） 大 人 137502

10月3日（月）午後の部のみ14：00開演

限定あり

（各公演20席）
※開場は開演の30分前
※公演時間：約3時間（予定）
※4歳以上はチケットが必要です。
※2階の一等席になる場合がございます。
※二等席・三等席のお取扱いはありません。
※組合員様から座席のご指定はできません。
※お席が前後する場合がございます。
※演目・出演者などは、変更となる場合がございます。
公演の詳細に関しては大阪松竹座までお問い合わ
せいただくか、松竹ホームページにてご確認ください。
※新型コロナウイルス感染症対策は、松竹ホームペー
ジをご確認ください。https://www.shochiku.co.jp

お問い合わせは…

06-6214-2211（大阪松竹座）

Ⓒ松竹

8月4 回・5回 企画

チケットサービス 特別前売券発売 のご案内

10月公演 南座

令和４年

藤山寛美三十三回忌追善 喜劇特別公演
喜劇王と謳われ︑その笑いと涙の演技で

藤 山 寛美

日本中を虜にした名優・藤山寛美︒

三十三回忌追善にあたり︑

娘である藤山直美と︑

藤山寛美ゆかりの出演者が

喜劇への思いを受け継いで演じる︑

人情味あふれる舞台にご期待ください！

はなのお六

藤山直美

藤山直美ご挨拶相勤め申し候

中村亀鶴

澤村宗之助

大津嶺子

いま寛大

市村萬次郎

藤山直美、3年ぶりの南座出演
江戸で出世をし、貧しい家族を助けようと、
故郷の大和吉野から江戸へやって来たお六。
その頃武家の有馬家は、家宝の白旗を
紛失し、一大事になっていました。
旗を紛失した伊勢屋や伊勢屋に恩の
ある久利加羅竜五郎は旗の行方を追って
心を痛める日々。

藤山直美

そこに現れたのが鼻利きのお六です。
果たしてお六は旗を見つけて出世
することができるのでしょうか？

＜映像＞ 藤山寛美

しのぶ

おも

かげ

偲面影

藤山寛美を偲んで、代表作の数々や思い出の映像をお楽しみいただきます。

えくぼ

渋谷天外

松 竹 新 喜 劇

曽我廼家八十吉 曽我廼家玉太呂

藤山扇治郎

井上惠美子

髙田次郎

丸福運送の主人、福三には秋子という女房がいます。秋子は、身なりに構わず毎日真っ黒
になる迄働く健気な女性ですが、福三は秋子に不満な様子。かつて惚れ込んでいた京子
というホステスのことが忘れられず、秋子の顔を見て食事をすると飯がまずくなるなど
と言う始末。それでも、仕事をしている時が一番幸せだと明るく働く秋子…。福三の
義兄の勇一郎も心配で気が気ではありません。

藤山扇治郎

そんな時、職を求めてやっ
てきた男が、昔福三が京子
を取り合った男だと分か
り……！？

※写真はいずれも
過去舞台写真より

京阪「祇園四条」駅下車すぐ、
阪急「京都河原町」駅より徒歩約3分

昼の部

11：00 開演

一等席（指定席）
1・2階

生協組合員
価格

当日
価格

13,000 円

（税込）

8,400 円

お問い合わせは…

（税込）

075-561-1155 （南座）

公 演 日

注文番号

10月 4日（火） 137529
8日（土） 137537
9日（日） 137545
12日（水） 137553
14日（金） 137561
20日（木） 137570
23日（日） 137588

2週連続受付

チケット
発送日

9月21日（水）請求日 9月26日（月）〜9月30日（金）

本企画は、8月4回・8月5回の
※簡易書留でのお届けです。
2週にわたってご注文可能です。
ご不在の場合は保管期間内（7日間）に必ずお受け取りください。

夜の部

16：00 開演

一等席（指定席）
1・2階

生協組合員
価格

当日
価格

13,000 円

（税込）

6,900 円

（税込）

公 演 日

注文番号

10月 6日（木） 137596
8日（土）137600
9日（日） 137618
15日（土） 137626
20日（木）137634
22日（土）137642

限定あり

（各公演20席）

※開場は開演の30分前
※公演時間：約3時間（予定）
※4歳以上はチケットが必要です。
※2階の一等席になる場合がございます。
※二等席・三等席・特別席のお取扱いはありま
せん。
※組合員様から座席のご指定はできません。
※お席が前後する場合がございます。
※演目・出演者などは、変更となる場合がござ
います。公演の詳細に関しては南座までお問
い合わせいただくか、松竹ホームページにて
ご確認ください。
※新型コロナウイルス感染症対策は、松竹ホー
ムページをご確認ください。
（https://www.shochiku.co.jp/）

ご注文については表面上段の注意事項等を必ずご確認のうえご注文ください。ご注文後のキャンセル・変更はできません。ご注文日時・注文番号・注文枚数を必ずご確認ください。
このカタログの利用に関しては「ならコープ事業約款」に基づきます。ならコープホームページでご確認いただけます。

