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各公演のお問い合わせはお電話で
☎03(5273)0806

Rʼs アートコート

ホール使用申込手順

変更のお知らせ

いつも Rʼｓアートコートをご利用いただき誠にありがとうございます。
かねてより検討・移行テスト中のホール施設の使用申込並びに料金精算
手順と予約期間の変更が正式に決まりましたのでこの場にてお知らせいた
します。

システム変更後の受付開始は 4 月 2 日(月) 9:30 より！


新予約期間受付は
公演利用…使用予定日の 12 か月前の月初・平日 9:30 より
時間貸 …7 時間以上の利用

使用予定日より 6 か月前から

7 時間未満の場合

使用予定日より 2 か月前から

（各受付開始日が土・休日の場合は翌平日 9:30 より）

※予約状況を必ずお問い合わせの上日程をご検討願います。
※お日柄の良い日にちはお申し込みが競合する可能性が高いため
予め複数の候補日をご準備ください。
※場合により抽選となります。


使用申込から利用日までの手順
1.

本決定後ホールにて使用申込書を記入・提出

2.

その場で一次予納金を現金にてお支払い
上記 2 項完了で正式に申込完了となります。

3.

申込完了後から使用予定 1 か月前までに二次予納金を現金
にてお支払い

4.

当館にて催事打ち合わせ

5.

使用日当日、最終請求金額決定の後に残金精算

詳しくは WEB ページをご覧ください
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各公演のお問い合わせはお電話で
☎03(5273)0806

3 月 9 日(金)
①

18:00 開場
18:30 開演

★舞川みやこ生誕祭★

劇団☆ディアステージ
第一回 旗揚げ公演 『殺し屋と悪魔』

歌とダンスと笑いにあふれた SF ミステリー「劇団☆ディアステージ」初公演！！
出演

20:30 開場
21:00 開演
3 月 10 日(土)

舞川みやこ (9･10･11 日)

雛形羽衣 (9･10 日)

堀越せな (11 日)

中村朱里 (9･10 日)

星咲花那 (11 日)

持田千妃来 (9･10･11 日)

萩原成哉 (9･10･11 日)

おばけ眼鏡 (9･10･11 日)

11:00 開場
11:30 開演

演出

松多壱岱

脚本

佐藤拓／野本唯乃

③

14:30 開場
15:00 開演

音楽

happy machine
印南俊太郎／後藤貴徳／川治恵美

④

18:00 開場
18:30 開演

チケット
SS 席 ￥6,000(非売品ブロマイド特典付き）
S 席 ￥5,000
A 席 ￥4,500

②

3 月 11 日(日)
⑤

11:00 開場
11:30 開演

⑥ 14:30 開場
15:00 開演
⑦ 18:00 開場
18:30 開演
※受付は各開演の１時間前
ミュージカル

3 月 25 日(日)
15:30 開場
16:00 開演
シャンソン

※全日全席指定・税込

★ 舞川みやこ生誕祭 ★
初日 9 日終演後 21:00 からアフターイベントとし
て
舞川みやこ生誕祭を開催いたします!!
初日 SS 席＋生誕祭 通しチケット

￥7,500

チケット取扱
●カルテット・オンライン
http://www.quartet-online.net/ticket/assassindemon
●秋葉原ディアステージ
東京都千代田区外神田 3 丁目 10-9 DEMPA ビル
製作 LIVEASIA
主催 DEARSTAGE
お問い合わせ：info@dearstage.co.jp

有馬泉と門下生の会
第 554 回 フォンテーヌ・ド・ラ・シャンソン

3 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 月岡多恵子 コンサート♪
出演

田中道子
亜矢かず子
藤沙和子

日砂順二
久田愉美子
野村まゆみ

藤崎るい
松坂八衣子
山寺弘人

佐藤 優
朝戸今朝光

構成・演出 有馬 泉
ピアノ
吉川郁郎
照明
高橋正仁
音響
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
※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

3 月 30 日(金)
18:30 開場
19:00 開演

マキタスポーツ Presents ❞オトネタ❞の夕べ
出演

マキタスポーツ

チケット￥4,000(全席自由)

パフォーマンス

ご予約
●Ro-On チケット
☎ 047(365)9960 平日 10:00～18:00／土曜 10:00～14:00／日･祝休
WEB http://www.ro-on.jp/ (東京労音 HP WEB 会員登録後ログイン)
●チケットぴあ
☎ 0570(02)9999（Ｐコード：109-010）
●ローソンチケット
☎ 0570(084)003（Ｌコード：74072）
●イープラス
WEB http://eplus.jp
主催 東京労音 ☎ 03(5273)0801
企画制作 日本コロンビア
協力 オフィス北野・江戸屋・FUTABAMUSIC

4 月 1 日(日)
14:30 開場
15:00 開演
クラシック

吉川二郎 コンサートフラメンコギターとギタルパの調べ
演奏活動 40 周年記念コンサート
出演

吉川二郎

／

野口久子 (2 重奏共演)

♪プログラム♪
≪ギター独奏≫ 吉川二郎
時の使者：Exvoto（吉川二郎）…

3 月 17 日久能山東照宮に奉納

インダーロ：アルメリア賛歌（吉川二郎） ほか
≪ギタルパ演奏≫ ギター伴奏：野口久子 編曲：吉川二郎
2 台のマンドリン協奏曲より：アンダンテ（A.ビバルディ）
郭公（L=C.ダカン）ほか
≪ギター2 重奏≫ 共演：野口久子
粉屋の踊り：Farruca（M.de Falla）
あら！ふらめんか‐２nd（日本の歌メドレー） ほか
チケット

前売：\3500／当日：\4,000 全席自由

お申込み／お問い合わせ：コンサートフラメンコギター協会
TEL/FAX (072)793-2709

※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

4 月 7 日(土)
18:00 開場
18:30 開演

舞

Egypt Lover Festival Vol.9
Oriental Dance Show
出演

Tito Seif（海外ゲスト）
Hitomi
Nicole
Tomomi

踊

☆

Izumi
Qamarah
Zizi

Kazuya
Mina Saleh
Runa
Sibel
El Masry Group

豪華賞品が当たるスペシャル抽選会を行います！☆

チケット(前売)

スペシャルチケット
プラチナチケット
ノーマルチケット

￥9,000
￥7,500
￥5,000

・当日売りは全席種￥1,000 アップになります。
お申込み

Email にて受付

studioelmasry@yahoo.com

① お名前
② 電話番号
③ 希望チケット種類・枚数
④ チケット送付先ご住所
⑤ 合計金額
上記をご記入の上送信してください。
(チケット郵送手数料￥200)
主催

4 月 8 日(日)
13:30 開場
14:00 開演
民

謡

Studio El Masry

http://www.studioelmasry.com

ウタシャ・築地俊造 追悼ライブ
テ ィ ダ

太陽 の島に今も生き続ける万葉語の唄がある！
出演

RIKKI

築秋雄
伊成美
池田里奈

チケット

￥3,500 全席自由

お申込み／お問い合わせ
東京労音 Rʼs アートコート ☎ 03(5273)0806
ティダ・ドリーム ☎・📠📠 03(3298)1419
K・企画 ☎ 03(3419)6318
主催 東京労音／ティダ・ドリーム／K・企画

※主催者より許可された催し物のみ掲載しております

各公演のお問い合わせはお電話で
☎03(5273)0806

4 月 15 日(日)
16:30 開場
17:00 開演
ネパール音楽
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HIMALAYAN BREEZE ヒマラヤの風
ヒマラヤより送り届けるネパール音楽
出演

バンチャ ラマ
サラバン ラマ
竹田弘樹
伊藤アツ志
寺門 貢

チケット
お申込み

＜バンスリ＞
＜タブラ＞
＜ベース＞
＜パーカッション＞
＜ギター＞

前売￥3,500 ／ 当日￥4,000 (全席自由)
有限会社 P.S.MUSIC ☎ 03(3425)3469
瀬沼

☎ 090(9969)1765

中西

☎ 090(1535)1336

主催：ヒマラヤの風実行委員会
お問い合わせ：
有限会社 P.S.MUSIC パンチャ ラマ事務所
☎ 03(3425)3469
WEB http://www.chautari.jp

4 月 22 日(日)
14:00 開場
14:30 開演

カンタティ結成３５周年コンサート「プリマベーラ」
グルーポ・カンタティ Grupo KHANTATI
メンバー

エルネスト河本 (ケーナ、ギター、ボーカル)
島田静江（チャランゴ、ボーカル）
武田耕平（ケーナ、サンポーニャ、ギター）

ボリビア音楽

石川雅康（パーカッション）
石井
チケット

圭（ベース）

一般 前売￥4,500／当日￥5,000 全席自由
学生 前売￥2,500／当日￥3,000

お申込み・お問い合わせ
携帯 ●090(2942)3400
TEL/FAX ●03(3365)0047
WEB 予約●https://form1ssl.fc2.com/form/?id=153ffdec0e86430f
主催：グルーポ・カンタティ

※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

4 月 24 日(火)
18:30 開場
19:00 開演
トークライブ

BRO.TOM ブラザートム
スペシャル TALK&LIVE 東京公演
～オリジナル絵本の読み聞かせから、あの名曲などを披露～
ダンス：池田美千瑠

ピアノ：菅野大地

チケット 前売￥5,000／当日￥5,500 (税込･全席自由)
ご予約・お申込み
Ro-On チケット

☎ 047(365)9960 平日 10:00～18:00 土曜 10:00～14:00 日･祝祭日 休業
WEB 東京労音コンサートガイド (東京労音 HP WEB 会員登録後ログイン)

チケットぴあ
ローソンチケット
イープラス

☎ 0570(02)9999

Ｐコード：107-132

☎ 0570(084)003

Ｌコード：72248

WEB http://eplus.jp

主催：東京労音 ☎ 03(5273)0801
企画制作：スペースコア／アイエス
協力：スターダストプロモーション

４月２８日(土)

「Love on Ride～通勤彼氏 Vol.9 深山大樹」リリース記念
上仁樹トークイベント

①

11:00 開場
11:30 開演

4 月 27 日発売「Love on Ride～通勤彼氏 Vol.9」のリリースを記念して、
Citrolarme のトークイベントを開催！

②

14:30 開場
15:00 開演

出演：深山大樹役：上仁樹

③

18:00 開場
18:30 開演

トークイベント

トークイベント後は CD 購入者対象の特典会として、
「握手会・サイン会・チェキ撮影会」を開催致します。
チケット

前売￥3,900／当日￥4,500（全席指定席)

お申込み

※CD(Love on Ride～通勤彼氏 Vol.9)付き

公式サイト

Confetti [カンフェティ] 予約サイト
http://citrolarme.com/180428_tatsuki/

主催：メディアチューンズ

※主催者より許可された催し物のみ掲載しております

