
 

Ｍ＆Ｏplaysプロデュース 

家族の基礎～大道寺家の人々～ 

撮影：三浦憲治、イラスト：白根ゆたんぽ 

 
作・演出：倉持 裕 

出演：松重豊、鈴木京香、夏帆、林遣都、堀井新太、黒川芽以、山本圭祐 

坪倉由幸、眞島秀和、六角精児 
    

長田奈麻、児玉貴志、粕谷吉洋、水間ロン、山口航太、近藤フク 

       
照明：笠原俊幸／美術：中根聡子／音楽：阿部海太郎／音響：高塩 顕／衣裳：太田雅公／ 

舞台監督：幸光順平／ヘアメイク：大和田一美／衣裳助手：梅田和加子／演出助手：相田剛志／ 

制作：近藤南美／制作デスク：鈴木ちなを／宣伝：高橋郁未（る・ひまわり） 

 

宣伝美術：坂本志保／宣伝イラスト：白根ゆたんぽ／宣伝写真：三浦憲治／宣伝衣裳：伊賀大介／ 

宣伝ヘアメイク：大和田一美、板倉タクマ（ヌーデ／鈴木京香）、HPデザイン：stack pictures 

 

プロデューサー：大矢亜由美 

  
協力：ザズウ、スターダストプロモーション、ワタナベエンターテインメント、ブレス、オフィス 123、舞プロモーション、 

ダックスープ、エースエージェンシー、エスアーティスト、クレイ 



●東京公演 

 

日時：2016年 9月 6日（火）～9月 28日（水）  

会場：Bunkamuraシアターコクーン 

   〒150-8507東京都渋谷区道玄坂 2-24-1 TEL：03-3477-9111（代表） 

主催・製作：（株）M&Oplays  

料金：前売・当日共 S席 9,500円／A席 7,500円／コクーンシート 5,000円 

※コクーンシートは特にご覧になりにくいお席です。ご了承の上、ご購入ください。（全席指定・税込） 

U-25チケット\4,500（観劇時 25歳以下対象・当日指定席券引換・枚数限定・要身分証明書・チケットぴあにて 

前売販売のみ取扱） 

チケット発売日：2016年 6月 4日（土）  

 

 

タイムテーブル 
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13:00   ●  ●   ●  ●  休   ●  ●   ● 

15:00        演      

18:30  ●    ●  ●   日  ●    ●  ● 

 18日 19月 20火 21水 22木 23金 24土 25日 26月 27火 28水  

13:00  ●   休  ●  ●   ●  ●  休   ● 

15:00   ●  演       演   

18:30    日  ●   ●  ●   日  ●  

開場は開演の 30分前、未就学児童の入場不可 

 

9/21（水）公演は収録のため、客席内にカメラが入ります。予めご了承下さい。 

車椅子でご来場予定のお客様は、当日のスムーズなご案内のため、公演前日までにお問合せ先までご連絡ください。 

 

 

 

チケット取り扱い：  

・チケットぴあ           

【電話】0570-02-9999（Pコード：450-794） 

【WEB】 http://pia.jp/t/kazokunokiso/ (PC・MB) 

【店頭】セブン-イレブン、サークルＫ・サンクス、チケットぴあ店舗 

 

・イープラス             

【WEB】http://eplus.jp/mo-kazoku/（PC・携帯） 

【店頭】ファミリーマート各店舗 Famiポート  

 

・ローソンチケット  

【電話】0570-084-003（音声自動応答・Lコード：36217） 

0570-000-407（オペレーター対応10:00～20:00） 

【WEB】http://l-tike.com/kazokunokiso/（PC・携帯） 

【店頭】ローソン・ミニストップ店内 Loppi 

 

・Bunkamuraチケットセンター  

【電話】03-3477-9912（発売初日特電 10:00～17:30） 

03-3477-9999（6/5以降 10:00～17:30）  

【WEB】http://www.bunkamura.co.jp/mybunkamura/  

（オンラインチケット MY Bunkamura・要事前登録・PC＆スマートフォン） 

【店頭】Bunkamuraチケットカウンター（Bunkamura 1F 10:00～19:00)※発売初日の取り扱いはございません。  

    東急シアターオーブチケットカウンター(渋谷ヒカリエ 2F 11:00～19:00) 
※発売初日の取り扱いはございません。 

 

お問い合わせ：（株）M&Oplays 03-6427-9486（平日 11：00～18：00）http://www.morisk.com/ 

http://pia.jp/t/kama3/
http://eplus.jp/mo-kazoku/
http://l-tike.com/kazokunokiso/
http://www.bunkamura.co.jp/mybunkamura/


 

 

 

●愛知公演   

メ～テレ開局 55周年記念  

日時：2016年 10月 1日（土）13:00開演、2日（日）13:00開演 

会場：刈谷市総合文化センター 大ホール 

   〒448-0858愛知県刈谷市若松町 2-104 TEL：0566-21-7430 
主催：メ～テレ 

共催：刈谷市 刈谷市教育委員会 刈谷市総合文化センター（KCSN共同事業体） 

料金：S席 9,000円／A席 7,000円 （全席指定・税込） 

   U-25チケット：4,500円 （観劇時 25歳以下対象・当日指定席券引換・枚数限定・要身分証明書・メ～チケ

にて前売販売のみ取扱） 

チケット発売日：7月 2日（土） 

 

チケット取り扱い：  

・メ～チケ 

【オペレーター電話受付】052-308-5222（一般発売後の平日 10：00～18：00） 

 【WEB】http://www.nagoyaTV.com/event/ 

 

・刈谷市総合文化センター 

 【WEB】http://www.kariya.hall-info.jp/ 

【窓口】※電話予約はありません 

 

・チケットぴあ           

【電話】0570-02-9999（Pコード：451-187） 

【WEB】 http://pia.jp/t/kazokunokiso/ (PC・MB) 

【店頭】セブン-イレブン、サークルＫ・サンクス、チケットぴあ店舗 

 

・イープラス             

【WEB】http://eplus.jp/mo-kazoku/（PC・携帯） 

【店頭】ファミリーマート各店舗 Famiポート  

 

・ローソンチケット  

【電話】0570-084-004（Lコード：42883） 

【WEB】http://l-tike.com/kazokunokiso/（PC・携帯） 

【店頭】ローソン・ミニストップ店内Loppi 

 

・名鉄ホールチケットセンター 

 【電話】052-561-7755 

 【WEB】http://www.e-meitetsu.com/mds/hall/ 

 

・栄プレチケ 

  052-953-0777 

 

・セブンチケット 

 【WEB】http://7ticket.jp/ 

 【店頭】セブン-イレブン店内マルチコピー機 

 

お問い合わせ：メ～テレ イベント事業部 052-331-9966（祝日を除く月-金 10:00～18:00） 

 

 

 

 

http://pia.jp/t/kama3/
http://eplus.jp/mo-kazoku/
http://l-tike.com/kazokunokiso/


●大阪公演 

日時：2016年 10月 8日（土）18：30開演、9日（日）13：00開演、10日（月・祝）13：00開演 

会場：梅田芸術劇場 シアター・ドラマシティ 
   〒530-0013大阪府大阪市北区茶屋町 19-1 TEL：06-6377-3888 

製作：（株）M&Oplays 主催：（株）M&Oplays (株)梅田芸術劇場 

料金：前売・当日共 9,500円（全席指定・税込） 

チケット発売日：2016年 6月 18日（土）  
 

チケット取り扱い：    

・チケットぴあ  

【発売日特電 10：00～18：00】 0570-02-9510   

【発売日以降】0570-02-9999（Pコード：450-979） 

【WEB】http://w.pia.jp/t/kazokunokiso/ (PC・MB共通)  

【店頭】セブン‐イレブン、サークルＫ・サンクス、チケットぴあ店舗 

 

・イープラス   

【WEB】http://eplus.jp/mo-kazoku/（PC・携帯） 

【店頭】ファミリーマート各店舗 Famiポート 
 

・ローソンチケット  

【発売日特電 10：00～18：00】0570-084-659 

【発売日以降】0570-084-005 (Lコード：55583) 0570-000-407（オペレーター対応 10：00～20：00） 

【WEB】http://l-tike.com/kazokunokiso/(PC・携帯) 

【店頭】ローソン、ミニストップ店内Loppi 

 

・梅田芸術劇場窓口販売（発売日翌日以降 10：00～18：00）＊残席がある場合のみ販売 

 

・梅田芸術劇場オンラインチケット（発売日 10：00以降） http://pia.jp/koume/（PC＆携帯） 

 

お問い合わせ：梅田芸術劇場 06-6377-3888（10：00～18：00） 

 

 

 

●静岡公演  

日時：2016年 10月 16日（日）13:00開演 

会場：浜北文化センター 大ホール 

   〒434-0038静岡県浜松市浜北区貴布祢 281-1 TEL：053-586-5151 

主催：静岡朝日テレビ （公財）浜松市文化振興財団 

後援：中日新聞東海本社 

料金：S席 9,500円／A席 7,500円 （全席指定・税込） 

チケット発売日：6月 18日（土） 

 

チケット取り扱い：  

・浜松市浜北文化センター 

 窓口販売のみ 

 

・HCFオンラインショップ 

 【WEB】http://www.hcf.or.jp 

 

・チケットぴあ           

【電話】0570-02-9999（Pコード：451-188） 

【WEB】 http://pia.jp/t/kazokunokiso/ (PC・MB) 

【店頭】セブン-イレブン、サークルＫ・サンクス、チケットぴあ店舗 

 

http://w.pia.jp/t/
http://eplus.jp/mo-kazoku/
http://pia.jp/koume/
http://pia.jp/t/kama3/


・イープラス             

【WEB】http://eplus.jp/mo-kazoku/（PC・携帯） 

【店頭】ファミリーマート各店舗 Famiポート  

 

・ローソンチケット  

【電話】0570-084-004（Lコード：42915） 0570-000-407（オペレーター対応10：00～20：00） 

【WEB】http://l-tike.com/kazokunokiso/（PC・携帯） 

【店頭】ローソン・ミニストップ店内Loppi 

 

・YOU創企画 

 【電話】053-422-5182 

 

お問い合わせ：静岡朝日テレビ事業部 054-251-3302（平日 10：00～18：00） 

http://eplus.jp/mo-kazoku/
http://l-tike.com/kazokunokiso/

