
　　　　　　　　　S席 13,500円　A席 9,000円　（全席指定・税込）※未就学児童の入場はご遠慮ください。

　 11/9(土) 11/10(日) 11/11(月) 11/12(火) 11/13(水) 11/14(木) 11/15(金) 11/16(土) 11/17(日) 11/18(月) 11/19(火) 11/20(水)

開演時間 13:30 13:30(貸) 12:00 12:00 13:30★ 13:30★

ファントム 城田 優 城田 優 城田 優 加藤和樹 城田 優 加藤和樹

クリスティーヌ 木下晴香 愛希れいか 木下晴香 愛希れいか 愛希れいか 木下晴香

シャンドン伯爵 廣瀬友祐 木村達成 木村達成 廣瀬友祐 木村達成 廣瀬友祐

少年エリック 熊谷俊輝 大河原爽介 大前優樹 大前優樹 熊谷俊輝 熊谷俊輝

17:00 17:00 18:15 18:15 18:15(貸) 17:00(貸) 17:00(貸)

ファントム 加藤和樹 加藤和樹 加藤和樹 城田 優 加藤和樹 加藤和樹 城田 優

クリスティーヌ 愛希れいか 愛希れいか 木下晴香 愛希れいか 愛希れいか 愛希れいか 木下晴香

シャンドン伯爵 廣瀬友祐 廣瀬友祐 木村達成 廣瀬友祐 木村達成 廣瀬友祐 木村達成

少年エリック 大河原爽介 大前優樹 熊谷俊輝 大河原爽介 大前優樹 熊谷俊輝 大河原爽介

　 11/21(木) 11/22(金) 11/23(土) 11/24(日) 11/25(月) 11/26(火) 11/27(水) 11/28(木) 11/29(金) 11/30(土) 12/1(日)

開演時間 13:30★ 13:30(貸) 12:00 12:00 13:30 13:30 13:30 13:30 12:00 12:00

ファントム 城田 優 加藤和樹 加藤和樹 加藤和樹 城田 優 城田 優 城田 優 加藤和樹 加藤和樹 城田 優

クリスティーヌ 木下晴香 愛希れいか 愛希れいか 木下晴香 愛希れいか 木下晴香 木下晴香 愛希れいか 木下晴香 愛希れいか

シャンドン伯爵 廣瀬友祐 廣瀬友祐 木村達成 廣瀬友祐 木村達成 廣瀬友祐 木村達成 木村達成 廣瀬友祐 廣瀬友祐

少年エリック 大河原爽介 大前優樹 熊谷俊輝 大河原爽介 熊谷俊輝 大河原爽介 熊谷俊輝 大前優樹 大河原爽介 大前優樹

開演時間 18:15 17:00(貸) 17:00(貸) 18:15(追) 18:15 18:15 17:00

ファントム 加藤和樹 城田 優 城田 優 城田 優 加藤和樹 城田 優 城田 優

クリスティーヌ 愛希れいか 木下晴香 愛希れいか 木下晴香 愛希れいか 木下晴香 愛希れいか

シャンドン伯爵 木村達成 廣瀬友祐 木村達成 木村達成 木村達成 廣瀬友祐 木村達成

少年エリック 大前優樹 大河原爽介 熊谷俊輝 大前優樹 大前優樹 大河原爽介 熊谷俊輝

■大阪公演（2019年12月7日(土)～12月16日(月) 梅田芸術劇場メインホール)

　　　　　　　　　S席 13,500円　A席 9,000円　B席 5,000円（全席指定・税込）※未就学児童の入場はご遠慮ください。

12/7(土) 12/8(日) 12/9(月) 12/10(火) 12/11(水) 12/12(木) 12/13(金) 12/14(土) 12/15(日) 12/16(月)

開演時間 12:00 12:00 13:00 13:00(貸) 13:00 12:00 12:00 12:00

ファントム 加藤和樹 加藤和樹 城田 優 城田 優 城田 優 城田 優 城田 優 城田 優

クリスティーヌ 木下晴香 木下晴香 愛希れいか 木下晴香 木下晴香 愛希れいか 木下晴香 愛希れいか

シャンドン伯爵 木村達成 廣瀬友祐 木村達成 廣瀬友祐 木村達成 廣瀬友祐 廣瀬友祐 廣瀬友祐

少年エリック 大前優樹 大河原爽介 大前優樹 熊谷俊輝 大河原爽介 熊谷俊輝 大河原爽介 熊谷俊輝

開演時間 17:00 17:00◎ 18:00★ 18:00★ 18:00(貸) 17:00(貸) 17:00

ファントム 加藤和樹 加藤和樹 城田 優 城田 優 城田 優 城田 優 城田 優

クリスティーヌ 愛希れいか 愛希れいか 愛希れいか 愛希れいか 愛希れいか 木下晴香 愛希れいか

シャンドン伯爵 廣瀬友祐 木村達成 廣瀬友祐 木村達成 廣瀬友祐 木村達成 木村達成

少年エリック 熊谷俊輝 熊谷俊輝 大前優樹 大河原爽介 大前優樹 大河原爽介 大前優樹

（貸）＝貸切公演　　（追）＝追加公演

★アフタートークショーあり
　＜東京公演＞●11/18（月）13：30　登壇者：城田 優／愛希れいか／木村達成 　　＜大阪公演＞●12/ 9（月）18：00　登壇者：城田 優／廣瀬友祐／木村達成

　　　　　　　●11/20（水）13：30　登壇者：加藤和樹／木下晴香／廣瀬友祐 　　　　　　　　●12/11（水）18：00   登壇者：城田 優／愛希れいか／木下晴香

　　　　　　　●11/21（木）13：30　登壇者：加藤和樹／城田 優

◎スペシャルカーテンコール 　＜大阪公演＞12/8（日）17：00　加藤和樹×城田優　スペシャルカーテンコール

※出演者変更の場合でも他日への変更、払い戻しは致しかねます。

※以下の公演には、学生団体様がいらっしゃいます。

・11月28日（木）13：30…2階席の一部

・12月12日（木）13：00…1階席の一部、2階席、3階席全て

　　学生団体様のご観劇状況は、今後、随時更新していきますが、お客様のご購入のタイミングによって反映されていない場合もございます。

　　予めお問い合わせくださいませ。

▶一般発売日：10月26日（土）10:00～　　　※梅田芸術劇場ネット会員・オンラインチケット、梅田芸術劇場窓口、チケットぴあにて販売

▶お問い合わせ：梅田芸術劇場　〔東京〕0570-077-039　〔大阪〕06-6377-3800　（10:00～18:00）　

東京公演主催：TBS／キョードー東京／梅田芸術劇場　　大阪公演主催：ＡＢＣテレビ／梅田芸術劇場　　企画・制作：梅田芸術劇場

東京追加公演　11月25日（月）18:15公演　チケット情報

【2019.10.21現在】

ミュージカル『ファントム』キャストスケジュール

■東京公演（2019年11月9日(土)～12月1日(日) TBS赤坂ACTシアター）
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梅芸 ファントム 検索


