
7月1日（土）開催
杮落し公演「アマテラス幻想」に富山市民を無料ご招待！

オーバード・ホール／大ホールにて、
杮落し公演「アマテラス幻想」のパブリックビューイングを開催！

日時　2023年7月1日（土） 14：30開演（14：00開場）
会場　オーバード・ホール／中ホール

日時　2023年7月1日（土） 14：30開演（14：00開場）
会場　オーバード・ホール／大ホール（全席指定） ※未就学児入場不可

◆ 対象  富山市内在住の小学生以上（小学生は保護者同伴）
◆ 募集人数  300名程度  ※申込多数の場合は抽選。座席指定不可。
◆ 申込人数  1組2名まで  ※代表者・同伴者ともに富山市民限定。
◆ 申込方法  いずれかの方法でお申込みください。申込みはお一人様1回限りとなります。
　①インターネット申込／オーバード・ホール公式HP内の申込専用フォームからお申込みください。
　　［申込フォーム］ https://www.aubade.or.jp/static/special/amaterasu_form/
　②はがき申込／以下の情報を記入の上、申込先まで送付してください。
　　・代表者：氏名、年齢、郵便番号、住所、電話番号
　　・同伴者（1名まで）：氏名、年齢、郵便番号、住所
　　［申込先］〒930-0858 富山市牛島町 9-28　中ホール杮落し公演募集係　宛
◆ 申込期間  4月5日（水） 10：00 ～ 5月10日（水） ※郵送の場合は当日消印有効。
◆ 結果通知  申込多数の場合は抽選とし、申込者全員に5月下旬に郵送で結果を通知します。

◆ 定員  先着1,000名程度
◆ チケット申込　入場にはチケットが必要です。
　アスネットオンラインまたはアスネットカウンターで指定席券（無料）をお申込みください。
　チケットはアスネットカウンターまたはお近くのセブン-イレブンで発券できます。
　※セブン-イレブンで発券の場合は発券手数料（110円/枚）が必要になります。
　※パブリックビューイングは富山市外在住の方も申込できます。
◆ 申込開始日時  6月3日（土） 10：00 ～  （定員に達し次第終了）
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富山市民限定！

富山市外の方も！

入場
無料

オープニング記念公演ラインナップ
2023.7.1  オーバード・ホール／中ホール 開館S
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※記念式典の進行により、開演時間が前後する場合があります。

オーバード・ホール会員システム 「アスネット」

アスネット会員 （年会費：1,800円）　
公演チケットの
先行販売

公演チケットの
割引販売
10％OFF

Mite Mite や
公演情報の送付

※特典については1公演につき通常4枚まで。対象外の公演もございます。

オーバード・ホール／中ホール
〒930-0858 富山県富山市牛島町9-17

お問合せ：（公財）富山市民文化事業団
TEL.076-445-5610（平日8:30～ 17:15）

アスネットオンラインチケット

www.aubade.or.jp  24 時間予約可能
※ご利用の際には会員登録が必要です。

アスネットカウンター（オーバード・ホール１Ｆ）

TEL. 076 - 445 - 5511 
10：00～18：00
定休日：月曜（月曜が祝日の場合、翌平日休み）

電話予約

窓口販売

インターネット

鉄道利用：富山駅下車、北口正面から徒歩3分

航空利用：富山空港よりタクシーで約25分、

　　　　  バスで富山駅まで約30分

お車利用：北陸自動車道 富山I.C.出口から約20分

交
通
の
ご
案
内

お得に楽しくシアターライフを満喫するためのオーバード・ホール会員システム。ご登録

いただくと、インターネットで24時間チケットのご予約が可能です。「アスネット」には、

「アスネット会員」「メール会員」2種類の会員システムがあります。

メール会員 （年会費：無料）
公演情報の
メルマガ配信

※オーバード・ホールには駐車場がございません。
　お近くの有料駐車場をご利用ください。公共交通機
　関のご利用をおすすめします。

インターネットからお申込
（オーバード・ホールHPより）

アスネットカウンター
窓口でのお申込

（オーバード・ホール1F）

入会方法

新規会員
募集中！

特典

特典

オーバード・ホール

中ホール
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北口

● カナルパーク
ホテル

CiC●

マルート●

KNB● 路面電車（富山港線）

路面電車（市内電車）

●北陸電力

●富山北駐車場
←金沢 新潟→

北陸新幹線
富山駅

大ホール

チケット購入方法
オーバード・ホール公式SNS

お得なパッケージ
チケット購入権

開館記念！

オーバード・ホール　



いよいよ7月1日（土）にオープンする、オーバード・ホール／中ホール。
杮落し公演をはじめ、音楽、演劇、ダンス、落語、伝統芸能など多彩なラインナップをご用意しました。
みんなが集える新しいホールで、皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

アスネット会員限定！  
定価よりも20%お得！

オープニング記念公演を３公演まとめてお得に楽しめる
お得な「パッケージチケット」を、各50セット限定で販売します。
新しい劇場で、新しい作品やアーティストと出会いませんか？

7.15［土］ー17［月・祝］

8.8［火］ー13［日］

9.24［日］

中ホール劇場ツアー

ミュージカルワークショップ2023

コミュニティ・アーツ・ワークショップ2023

 | 特別企画 | 
中ホールを体験しよう！

詳細は後日オーバード・ホール公式HPで発表します。お楽しみに！

2024

©舘 健志

11.18［土］ 春風亭昇太出演 落語会
笑点の名司会で大人気。新作、古典問わず高い
評価の真打が富山に笑いをお届け。
◆ 出演＝春風亭昇太 ほか

11.24［金］ 野村万作萬斎 狂言の現在2023

1.25［木］-28［日］
AUBADE HALL Produce

タニノクロウ × オール富山 「新作」
富山市出身の劇作家・演出家タニノクロウが、
「オール富山」の座組でつくる演劇。
◆ 作・演出＝タニノクロウ

2.18［日］（予定） ELEVENPLAY × Rhizomatiks

3.13［水］ 二兎社公演 『パートタイマー・秋子』

3.10［日］ 弧の会 × 若獅子会

9.23［土・祝］ 山中千尋トリオ・ツアー・2023・オータム富山公演
ジャズをもっと身近に。日本を代表するピアニス
トらによるジャズライブ。
◆ 出演＝山中千尋 ほか

20237.1［土］ 杮落し公演 富山特別企画 
坂東玉三郎 × 鼓童 「アマテラス幻想」

人間国宝 坂東玉三郎と鼓童による、富山だけの
スペシャルステージ。華やかに杮落しを飾ります。
◆ 演出＝坂東玉三郎
◆ 出演＝坂東玉三郎、太鼓芸能集団 鼓童
◆ 開演＝14：30

富山市民約300名を無料招待！
詳しくは裏面をご覧ください。

MIKIKO率いるダンスカンパニーELEVENPLAY
とクリエイティブ集団Rhizomatiksのコラボ作品。
◆ 演出・振付＝MIKIKO
◆ 出演＝ELEVENPLAY

パワフルな群舞と和のパーカッションによる「技」
の競演。話題作「火牛」再び！
◆ 出演＝日本舞踊家集団 弧の会
　　　  邦楽囃子方集団 若獅子会

不正に満ちたスーパーマーケットで繰り広げられ
る、笑ってばかりもいられない“辛口喜劇”。
◆ 作・演出＝永井愛
◆ 出演＝沢口靖子、生瀬勝久 ほか

日本の古典喜劇、人気狂言師 野村万作萬斎親子
による狂言公演。
◆ 出演＝野村万作、野村萬斎 ほか

©青木信二

10.9［月・祝］ 人形浄瑠璃 文楽
太夫、三味線、人形の三位一体が織りなす、日本
が世界に誇る伝統芸能。
◆ 出演＝人形浄瑠璃文楽座技芸員
　  昼の部/夜の部 2回公演

※ジュニア=高校生以下対象
※U-25=鑑賞時25歳以下対象
※未就学児入場不可。
※情報は3月20日現在のものです。変更となる場合があります。　

　　　

最新情報は
オーバード・ホール公式HPまで

1981年のグラミー賞5部門を独占した世界の
レジェンドが富山に降臨。
◆ 出演＝クリストファー・クロス ほか
◆ 開演＝17：00
◆ 料金＝一般：8,000円　U-25：2,000円
◆ 発売日＝アスネット会員先行：5月13日（土）のみ
　　　　　　一般発売：5月21日（日）～

7.23［日］ 杮落し公演  クリストファー・クロス

落語界を牽引する志の輔が故郷で魅せる特別
公演。日本の話芸をたっぷりと！
◆ 出演＝立川志の輔
◆ 開演＝7/8(土) 15：00　
　　　  7/9(日) 13：30　
◆ 料金＝一般：5,500円
◆ 発売日＝アスネット会員先行：4月16日(日)のみ
　　　　　　 一般発売：4月29日(土) ～

7.8［土］・9［日］ 杮落し公演  志の輔らくご

©Ryota Mori

7.2［日］ 杮落し公演
小曽根真 feat. No Name Horses
～AUBADE HALL ANNIVERSARY～

世界的ジャズピアニスト 小曽根真とトップミュー
ジシャンが集結したビッグバンドライブ。
◆ 出演＝小曽根真、エリック・ミヤシロ、木幡光邦、
　　　  奥村晶、岡崎好朗、中川英二郎 ほか
◆ 開演＝17：00
◆ 料金＝一般：8,000円  ジュニア：1,000円
◆ 発売日＝アスネット会員先行：4月29日(土)のみ
　　　　　　 一般発売：5月14日(日) ～

草刈民代 構成・演出。世界のバレエ団で活躍
する日本人バレエダンサーの祭典。
◆ INFINITY芸術監督＝草刈民代
◆ 出演＝加治屋百合子（ヒューストン・バレエ）、　
　  　　木本全優（ウィーン国立バレエ） ほか
◆ 開演＝13：00 / 17：00　
◆ 料金＝一般：8,000円　U-25：2,000円
◆ 発売日＝アスネット会員先行：5月20日（土）のみ
　　　　　　一般発売：5月28日（日）～

7.29［土］ 杮落し公演
INFINITY -PREMIUM BALLET GALA-S3

♪
S3 9.2［土］ AUBADE ACOUSTIC WAVE

一流シンガー達による、歌と生音にこだわった
アコースティックライブ。
◆ 出演＝タケカワユキヒデ、ASKA、尾崎裕哉 ほか
◆ 開演＝17：00
◆ 料金＝一般：8,000円　U-25：2,000円
◆ 発売日＝アスネット会員先行：7月8日（土）のみ
　　　　　　一般発売：7月16日（日）～

♪

♪

18世紀のヴェネツィアを舞台に、ささやかな幸
せを探し続ける女性たちの物語。　
◆ 原作＝大島真寿美『ピエタ』（ポプラ社）
◆ 脚本・演出＝ペヤンヌマキ
◆ 出演＝小泉今日子、石田ひかり、峯村リエ ほか
◆ 開演＝8/19（土）17：00　8/20（日）13：00
◆ 料金＝S席：6,800円  A席：5,800円  U-25：3,500円
◆ 発売日＝アスネット会員先行：5月20日（土）のみ
　　　　　　一般発売：6月3日（土）～

8.19［土］・20［日］ asatte produce『ピエタ』

9.8［金］-10［日］ 『エブリ・ブリリアント・シング』
ちょっと切ないけれど、明日を生きる勇気を与え
てくれる、世界で話題の一人芝居。
◆ 出演＝佐藤隆太
◆ 開演＝9/8（金） 19：00
　　  　9/9（土）・10（日） 14：00
◆ 料金＝一般：4,000円　U-25：2,500円
◆ 発売日＝アスネット会員先行：6月10日（土）のみ
　　　　　　 一般発売：6月18日（日）～

S3

9.5［火］ リーディングドラマ『終わった人』
ベストセラー定年小説「終わった人」が、豪華俳
優を迎えて“面白過ぎる”朗読劇に！
◆ 原作＝内館牧子『終わった人』（講談社文庫）
◆ 台本・演出＝笹部博司
◆ 出演＝中井貴一、キムラ緑子
◆ 開演＝19：00
◆ 料金＝一般：6,000円　U-25：3,000円
◆ 発売日＝アスネット会員先行：6月24日（土）のみ
　　　　　　 一般発売：7月2日（日）～

オープニング記念公演
ラインナップ
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こけら

メッセージ動画も
公開中！

アスネット会員のお申込み、チケット購入方法は裏面をご覧ください。

10月以降の公演も
パッケージチケットを販売予定です。

中ホール開館記念 

◆ パッケージチケット

ステージと客席が近い、中ホールならではの響きを、ぜひご堪能く
ださい。

・7/2(土)　　　   小曽根真 feat. No Name Horses
・7/23(日)　　　  クリストファー・クロス
・9/2(土)　　　   AUBADE ACOUSTIC WAVE

♪ 音楽パッケージ　19,200円（定価より4,800円お得！）

演劇に“ちょうどいい”サイズの中ホール。待ちに待った演劇ファン
へ向けて、スタートダッシュを切る3作品。

・8/19(土)・20(日)  asatte produce『ピエタ』
・9/5(火) 　　　　 リーディングドラマ『終わった人』
・9/8(金)-10(日)    『エブリ・ブリリアント・シング』

演劇パッケージ　13,440円（定価より3,360円お得！）

【注意事項】
・アスネット会員（年会費1,800円）限定の販売となります。
・パッケージチケットは一般券（S席）のみの販売となります。　　　　
   A席、U-25、ジュニア券のお取扱いはございません。

S3
オーバード・ホールの鑑賞ソムリエおすすめ！今を生きる人たちへ
届けたい、心の肥やしになる3作品。

・7/2(土)　　　　 小曽根真 feat. No Name Horses
・7/29(土) 　　　　INFINITY -PREMIUM BALLET GALA-
・9/8(金)-10(日)   『エブリ・ブリリアント・シング』

オーバードセレクト３　16,000円（定価より4,000円お得！）

◆ パッケージチケット発売日  4月15日(土)のみ  午前10時～ 

TICKET

TICKET
TICKET

第一弾

販売！3公演をお得に楽しめる

パッケージチケット


