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2（土） 14:00

6・7 サンケイホールブリーゼ催物ご案内

米朝一門落語会シリーズ2018「桂南天独演会」

出演：桂南天、桂雀五郎、桂そうば

June

第34回産経舞踊の祭典 大阪大会
3（日） 12:00
6（水） 19:00
LET IT BE 〜レット･イット･ビー〜
7（木） 14:00/19:00
Coloring Musical『Indigo Tomato』
9（土） 18:00

¥4,000

ブリーゼチケットセンター
06-6341-8888

¥2,000(自由席)

産経新聞開発(株)開発事業部
06-6633-6873

S席￥6,500
キョードーインフォメーション
A席￥5,000
0570-200-888
※当日座席指定￥3,500
￥8,800

東京音協
03-5774-3030

3LDK presents「TIME 3LIP」

¥6,800

アミューズチアリングハウス
03-5457-3476

12（火） 18:30

柳家小三治独演会

¥5,500
ブリーゼシート￥4,500

サンライズプロモーション東京
0570-00-3337

14（木） 19:00

Haʼaheo JapanTour2018
ハアヘオ来日公演〜ハワイアン･ミュージック＆フラ･コンサート

ブリーゼチケットセンター
S席￥6,500
出演：＜ハアヘオ＞ハーブ･オオタ･ジュニア(ukulele)、
カポノ･ナイリイリ (vo,g,b,Ukulele)、
チャド･タカツギ (vo,g)、ブリーゼシート￥4,000 06-6341-8888
カヴェナ･メクラー (hula dancer)

15（金） 19:00

アロージャズオーケストラ結成60周年記念リサイタル 第115回定期演奏会

一般￥4,500
ＡＪＯ事務所
学生（高校生以下）
￥1,500 06-6438-0208

16（土） 18:00

Takanori Ohyama One-man Live 〜Bond with Everyone〜

前売￥5,000
当日￥5,500

17（日） 17:00

ORIGINAL LOVE「Wake Up Challenge Tour」

￥6,480

19（火） 19:30

Oﬃcial髭男dism one-man tour 2018 追加公演

￥5,000

10（日） 12:00/16:00

作･演出：小林香 音楽：堀倉彰
出演：平間壮一 溝口琢矢 大山真志
彩吹真央

11（月） 18:00

安藤聖

21（木） 13:00/18:00 純烈コンサート2018

(株)STF
https://www.singertakanori.com
サウンドクリエーター
06-6357-4400
サウンドクリエーター
06-6357-4400
グリークス
06-6966-6555

￥7,000

キャラメルボックス2018グリーティングシアター

23（土） 13:00/18:00 「無伴奏ソナタ」
24（日） 13:00
28（木） 19:00
29（金） 13:00

7

1（日） 13:00

S席￥8,800
ブリーゼチケットセンター
ブリーゼシート￥5,000 06-6341-8888

アイビー化粧品2018メークコンテスト＆ショー

〜

July

13（金） 18:30

16（月祝） 14:00
19（木）

CIRCUS！−エピソード２−」

5

6

7

8

巴黎祭〜サンケイパリ祭〜

第65回未生流夏季華道綜合講座

関係者

(一財)未生流會館
06-6353-5281

米朝一門落語会シリーズ2018「桂米團治独演会」

¥4,200

ブリーゼチケットセンター
06-6341-8888

S席￥8,000
A席￥6,000
ブリーゼシート￥4,000

キョードーインフォメーション
0570-200-888

前売￥3,100
当日￥3,600

産経民謡大賞事務局
06-6633-6865

出演：桂米團治、桂歌之助、桂團治郎

19 20 21 22 23 24 25 26
木

金

土 日

14:30
18:30 ●

●

● ●
●

月

休演

〜

作：北村想
演出：寺十吾
出演：小泉今日子、高橋克実、堤真一

28（土） 9:20(予定)
29（日） 9:20(予定)

S席￥9,000
ブリーゼチケットセンター
ブリーゼシート￥5,000 06-6341-8888

前売￥6,000
ブリーゼチケットセンター
当日￥6,500
06-6341-8888
【当日座席指定引き換え】

出演：延みつき、岡本光平、奧田真祐美、豪佑樹、谷川真理、仲井和紀、野田マスミ、
福井晶子、星奈佐和子、松本かずこ、峰大介、山口れい子、梨里香（50音順）

「お蘭、登場」

26（木）

アイビー化粧品セブンクラブ
06-4796-1680

￥3,000

July

8（日）

キャラメルボックス
03-5342-0220

ZERO」

原作：アメリカ映画「ＤＡＹ ＺＥＲＯ」
ロバート･マルカーニ脚本の映画「ＤＡＹ ＺＥＲＯ」
による
上演台本：高橋知伽江
作曲･音楽監督：深沢桂子 演出：吉原光夫
出演：福田悠太(ふぉ〜ゆ〜)、上口耕平、
内藤大希、
梅田彩佳、
谷口あかり、
西川大貴
ギター：中村康彦

企画：
ＴＥＴＳＵＨＡＲＵ、中嶋章良 構成/演出･振付：
ＴＥＴＳＵＨＡＲＵ
木 金 土 日
脚本：広田光穀 音楽：井上ヨシマサ
● ●
13:00
出演：屋良朝幸
●
矢田悠祐、越岡裕貴(ふぉ〜ゆ〜)、蒼乃夕妃、
田野優花、
高橋駿一(ＰＡＤＭＡ)、
菜々香、17:30
寺西拓人(ジャニーズＪ
ｒ)、島ゆいか、青柳塁斗、植木豪、
18:30 ● ●
高橋里衣、西田健二、
ＳＵＺＵＫ
ｉ
ＹＵＲ
ｉ、
ＮａＯ、
長谷川梓、
ＲＥ
Ｉ

14（土） 10:00
15（日） 10:00

※

オリジナルミュージカル
「DAY

オリジナルミュージカル
「THE

5（木）

￥6,500
ユースチケット￥4,000
ＯＶＥＲ６０割引￥4,000

原作：オースン･スコット･カード 翻訳：金子司
脚本：成井豊 演出：成井豊＋有坂美紀
出演：多田直人、岡田さつき、岡田達也、筒井俊作、
森めぐみ、
大滝真実、
山﨑雄也
ゲスト：石橋徹郎(文学座)、
オレノグラフィティ(劇団鹿殺し)

火

水 木

●

● ●

●

第53回 産経民謡大賞

6/1 現在

都合により、公演内容等が変更になる場合もございます。予めご了承ください。チケットの販売状況については問い合わせください。

人気のショップやレストラン、音楽教室がおりなす
大人のクラス感。

サンケイホールブリーゼ オフィシャルサポーターズ「私たちはサンケイホールブリーゼを応援しています」
鹿島建設㈱

㈱きんでん

サントリービバレッジソリューション㈱
栗原工業㈱
㈱鴻池組
㈱ジャスト
戸田建設㈱
ナカジマ鋼管㈱

㈱フジテレビジョン

大成建設㈱
髙松建設㈱
長谷工グループ
㈱森組

関西テレビ放送㈱

㈱竹中工務店
ワイモバイル

産経新聞社

㈱駐車場綜合研究所

アイサワ工業㈱ 浅井謙建築研究所㈱ ㈱淺沼組 ANAスカイビルサービス㈱ ㈱安藤・間 ㈱イープラス ㈱植木組 エヌエイチパーキングシステムズ㈱ 大阪印刷工業㈱ ㈱オカムラ ㈱鍜治田工務店 ㈱関電工
菊正宗酒造㈱ ㈱熊谷組 ㈱甲子社エイ・ブイ・シー 五洋建設㈱ ㈱コーユービジネス サッポロビール㈱ 三幸エステート㈱ 三精テクノロジーズ㈱ ㈱システムエンジニアリング 新日本空調㈱ 須賀工業㈱ 住友不動産販売㈱
ソフトバンク㈱ 第一総合警備保障㈱ 高砂熱学工業㈱ ㈱ディーエム・ダイコー 東急建設㈱ 東急リバブル㈱ 東光電気工事㈱ 東洋熱工業㈱ 東レ建設㈱ ㈱ニッセイコム ㈱NIPPO ㈱日本設計 ぴあ㈱ ㈱福田組
不二建設㈱ 前田建設工業㈱ ㈱松村電機製作所 三井住友建設㈱ 三井不動産レジデンシャルリース㈱ ㈱三菱地所設計 ㈱安井建築設計事務所 ㈱山久 ヤマト運輸㈱ 楽天チケット ㈱ローソンエンタテインメント

