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各公演のお問い合わせはお電話で
☎03(5273)0806

新年あけましておめでとうございます。
本年も R’s アートコートをよろしくお願い申し上げます。
R’s アートコートスタッフ一同

1 月 21 日(日)
13:00 開場
13:30 開演

映画「ごはん」劇場公開一周年記念上映会
沙倉ゆうの・源八・井上肇・安田監督によるトークショー開催
新宿バルト９の初日から一年。

映

画

全国六都市の劇場公開が終わると映画「ごはん」はひっそりと幕を降ろすはずでした。
が！ 作品をご覧になったお客様が自ら上映会を開催する動きが各地で発生！
動員 50 名規模から 600 名以上まで大小 20 件以上の上映会が実際に開催・企画進行中。
誰も予想しなかった展開で、まさかのスマッシュヒット！
まだまだ広がる「ごはん」の輪
劇場公開一周年を記念して新宿で感謝の記念上映会を開催します！

チケット 前売 大人￥1,200／小・中学生￥1,000
当日 大人￥1,300／小・中学生￥1,100
※ご予約いただくと前売料金でご入場いただけます。
ご予約受付：xxx@osa.att.ne.jp
本文に①お名前②人数③連絡先電話番号を明記の上、
件名を「ごはん上映会」として上記アドレスまでお送りください。
主催：未来映画社

1 月 27 日(土)
① 13:00 開場
13:30 開演
②

18:00 開場
18:30 開演

さんみゅ～
Tribute to the Legend 4 -We love PONY CANYON
さんみゅ～主催のアコースティックライブ。
第 4 弾となる今回は歴史あるレコードメーカーPONY CANYON にフォーカスをあてる。
珠玉のアイドルの宝庫 PONY CANYON の歴代の名曲をさんみゅ～が現代に歌い継ぎま
す。
チケット：￥4,000(全席自由)
お申込み：CN プレイガイド

ＪＰＯＰ

WEB：http://www.cnplayguide.com/tributetothelegend/
☎ : 0570-08-9999 (各日 10:00～18:00 年中無休)
◉先行受付 2017 年 12 月 19 日(火)～～ 2017 年 1 月 25 日(月) 23:59
プレイガイド先行特典としてさんみゅ～特典会で使える特典券 1 枚付き！
◉一般発売 2017 年 12 月 28 日(木)AM12:00～
主催：サンミュージックプロダクション
※主催者より許可された催し物のみ掲載しております
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各公演のお問い合わせはお電話で
☎03(5273)0806

1 月 28 日(日)

15:30 開場
16:00 開演
シャンソン

有馬泉と門下生の会
第 552 回 フォンテーヌ・ド・ラ・シャンソン

1 月例会

門下生の発表会とミニコンサートによる 3 部構成のシャンソンコンサート
♪ミニコンサート
出演

高田まさ江
笠原三都恵
堀山 耕

構成・演出
ピアノ
照明
音響

キリコ コンサート♪
渥實れい子
三浦郁子
巻幡秀子

野村和正
鈴木千春
水島よりこ

中川幸子
若林康子

有馬泉
吉川郁郎
高橋正仁
エース・サウンド

チケット ￥2,500 全席自由席 当日券あり
ご予約・お問い合わせ 03(3363)5911 有馬スタジオ

2 月 4 日(日)
13:30 開場
14:00 開演
ＪＡＺＺ

河合勝幸

Tubeat Concert Vol.12

出演 河合勝幸(Tu)
赤松ハルカ(Vo)
小野優佳(Tp)
俵千瑛子(Cl)
竹内大輔(Cl)
田中愛子(Pf)
後藤沙紀(Pf)
たきざわあつき(Dr)
水谷康彦(Dr)
濱文人(Tb)
大沢岳生(Gt)
大國涼太(Bj)
曲目(予定)
ユーモレスク
セントルイスブルース
タイガーラグ
他
料金 前売 一般￥3,500／学生￥1,500(高校生まで) 全席自由
当日 各￥500 増
ご予約・お問い合わせ
東京労音東部センター：☎ 03(3879)6191
主催：Tubeat を応援する会
協力：東京労音東部センター
※主催者より許可された催し物のみ掲載しております
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各公演のお問い合わせはお電話で
☎03(5273)0806

２月１0 日(土)

16:30 開場
17:00 開演
ＪＰＯＰ

DSC ダイナマイトしゃかりきサ～カス
しゃかりき感謝祭 祝１６周年 !! ～人生１６１６（いろいろ）～
一緒に笑って泣いて歌って踊って、温かいハーモニーに身を包まれてみませんか？
関西系エンタメボーカルグループ「ダイナマイトしゃかりきサ～カス」
活動開始１６周年を記念するワンマンライブ。

出演

ダイナマイトしゃかりきサ～カス

【チケット】前売： 一般￥4,000／小中高￥2,000 (Ro-On チケットのみ) 全席自由・税込
当日： ￥4,500
※未就学児の膝上観覧無料、座席が必要な場合は要チケット
【プレイガイド】
Ro-On チケット：

☎ 047(365)9960
WEB 東京労音コンサートガイド Ro-On
チケットぴあ： ☎ 0570(02)9999
〔P コード 101－757〕
ローソンチケット: ☎ 0570(084)003
〔L コード 71812〕
イープラス：WEB http://eplus.jp

(WEB 会員登録後ログイン)

【主催】Ro-On 東京労音 ☎03(5273)0801
【共催】アイエス
【企画制作】スぺースコア

2 月 12 日(月･祝)
①

②

13:30 開場
14:00 開演
16:30 開場
17:00 開演
トークイベント

大久保瑠美のるみるみる～む Vol.4 DVD 発売イベント
るみるみる～む DVD 振り返りトーク、抽選会
出演

ほか

大久保瑠美
福原香織

料金：前売券：1,620 円（税込）＋ 会場にて DVD4,100 円をお買い上げ頂きます。
当日券：6,100 円（税込）
※当日券の販売開始は会場受付にて 11:30 より開始します。
チャンネル会員先行応募方法：
１．ニコニコ PHONON チャンネルへ会員登録
２．チャンネル TOP ページ最上部にあるバナーをクリック
３．チケットぴあのページにて抽選予約購入
一般チケット： チケットぴあ
来場特典：
・チャンネル会員先行チケット：DVD ジャケットデザインポスター
・一般チケット
：DVD ジャケットデザインポストカード
【公演に関するお問い合わせ】PHONON 事務局 http://phonon-seiyu.com/html/email.html
【チケットに関するお問い合わせ】チケットぴあ http://t.pia.jp/help/
※主催者より許可された催し物のみ掲載しております

