
LAPITA☆SHIP
LAPITA旗揚げ公演 !!

LAPITA☆SHIP
LAPITALAPITA旗揚げ公演 !!

旗揚げ公演 !!
旗揚げ公演 !! 三浦浩一 永田耕一 橘ゆかり

小野寺 丈 植松 洋 星山万里 仲宗根久乃

羽真侑李

堀口幸恵 山内志織大原誠弍 高橋志朗

鶴岡和輝 河内晴大木村圭吾 松本真輝 飯田麻央 末廣春菜

（劇団スーパー･エキセントリック･シアター）

（京都公演のみ） （東京公演のみ） （東京公演のみ）

客席は全席指定となっております。 より良いお席にお座り頂くためにも前売券のお求めをお勧め致します。 全ステージ、 前売料金と同じ値段で当日券を御用意させて頂いております。
未就学児童のお客様の観劇は原則ご遠慮頂いておりますが、 客席の位置など御配慮させて頂ける場合も御座いますので、 一度問合せアドレスまでお問合せ下さいませ。 （info＠joe-company.com）

先行予約：12月3日10時～
コリッチ、 カンフェティにて受付開始

劇場 : ザ ・ ポケット
〒164-0001
東京都中野区中野 3-22-8
劇場ロビー :03-3382-1560
※公演期間中のみ

事務所電話 :03-3381-8422
※チケットのお取り扱いはしておりません。

劇場：THEATRE E9 KYOTO
〒601-8013  
京都府京都市
南区東九条南河原町9-1
TEL：075-661-2515

アクセス：
JR「京都駅」八条口徒歩約14分
JR・京阪「東福寺駅」徒歩約7分
京都市営地下鉄「九条駅」徒歩約11分
京都市バス「河原町東寺道」徒歩3分
(16、84系統)
京都市バス「九条河原町」徒歩6分
(16、202、207、208、84、88系統)

アクセス ：
JR 中央 ・ 総武線東京メトロ東西線
「中野駅」 南口徒歩 7 分
※駐車場はございません。
車、 バイクでのご来場はご遠慮ください。

一般販売：12月15日10時～
コリッチ、 カンフェティ、 チケットぴあ、 イープラスにて受付開始

料金（前売 、当日共）：4900円  （全席指定）

コリッチ ： 東京公演 https://ticket.corich.jp/apply/104145/

カンフェティ ： https://www.confetti-web.com/

イープラス ： https://eplus.jp/

チケットぴあ ： https://t.pia.jp/(P コード 498-677)

チケット情報
京都公演 https://ticket.corich.jp/apply/104146/

0120-240-540

0570-02-9999

（平日 10:00 ～ 18:00）

（P コード入力 24 時間受付※毎週火、 水 2:30 ～ 5:30 は受付休止となります。）

THEATER E9 KYOTO ： https://askyoto.or.jp/e9
075-661-2515

（劇場受付、 京都公演のみになります。）

※THEATRE E9 KYOTO でもチケットの予約を
承っております。 （詳細は下記をご覧ください）

開場は開演の 30 分前　/　劇場受付開始は、 開演の 1 時間前
開演時間が日によって異なりますので、 必ずご確認をお願い致します。  開演時間が日によって異なりますので、 必ずご確認をお願い致します。  

東京公演
京都公演

中野ザ・ポケット THEATRE E9 KYOTO

2020年2月5日～2月9日 2020年2月14日～2月16日2020年2月5日～2月9日 2020年2月14日～2月16日

開場は開演の 30 分前　/　劇場受付開始は、 開演の 1 時間前

オープニングプログラム

2/5(水) 2/6(木) 2/7 2/8 2/9(日)(土)(金)

19:00
15:00 14:00

19:00
13:00
17:00

12:00
16:00

　-
　-

2/14(金) 2/15 2/16(日)(土)

　- 14:00
18:30

14:00
　-19:30

【STAFF】
脚本 ・ 演出 ： 小野寺 丈　 照明 ： 大串博文 （株式会社アステック）　 音響 ・ 作曲 ： 山中勇哉　音響オペレーター ： タケウチヒロカズ　 舞台監督 ： HiRoE　演出助手 ： 植松洋
大道具 ： 明治座舞台株式会社、 齋藤徹　 宣伝美術 ： 星野楓馬 /kanaria 　写真 ： 恵原裕二　ビデオ撮影 ： 木村誠　 グッズデザイン ・ イラスト ： 真野匡
制作 ： 森本 基　 企画 ・ 製作 ： 小野寺 丈

《LAPITA☆SHIP:HP》 lapita-ship.com
《JOEcompany:HP》 http://joe-company.com
《問い合せ》 info＠joe-company.com

【協力】
株式会社アンセム、 劇団スーパー･エキセントリック･シアター、 有限会社アクトレインクラブ、 株式会社太田プロダクション
有限会社宝井プロジェクト、 SOS モデルエージェンシー、 マーカスフィルム株式会社、 オフィス天童、 ベルエージェンシー、 株式会社 TTGlobal
株式会社アミティープロモーション、 有限会社 Marmoset、 株式会社ケイ･サイド
三鷹 RI スタジオ、 みらい館大明、 長崎正人 （株式会社ダブルス）

おとなおとなおとなおとなおとなおとなおとなおとなおとなおとな達達達達達達達は、は、は、は、は、は、は、
　　　　あの　　　　あの　　　　あの　　　　あの　　　　あの　　　　あの　　　　あの　　　　あの　　　　あの　　　　あの日日日に還るるるるるる
おとな達は、
　　　　あの日に還る
重たい過去を抱えた大人達は、ある日突然、少年少女の時代に還った。

大人の気持ちのまま、肉体だけが子供に戻って―
JOE Company 主宰の小野寺 丈が、

絶賛のなかリメイクを繰り返してきた傑作を引っ提げて挑む新ユニット。
満を持して、いよいよ出航！！
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