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2 Event Information

「引揚港・仙崎展」 8月25日（土）～9月17日（月･祝）10：00～16：00 会場：文化情報ギャラリー 入場無料 会期中休館日：無し「引揚港・仙崎展」 8月25日（土）～9月17日（月･祝）10：00～16：00 会場：文化情報ギャラリー 入場無料 会期中休館日：無し

8月25日（土）  12：30受付開始　13：00開始［15：00終了予定］

舞台の秘密をお見せします！

バックステージツアー ■会　場／ルネッサながと劇場
■参加料／500円（電話、FAXでの申し込み）
　　　　　 先着30名
　　　　　※定員に達し次第締め切りとさせていただきます。

7月15日（日）  12：30開場　13：00開演［15：15終演予定］

今年はコラボだ！

第14回　ながと和太鼓フェスティバル

長門市和太鼓連盟は、遂に和太鼓の枠を飛び越え、新たなるものとの合作に踏み出した！
さあ！太鼓好き以外の方もお集まり下さい！
主催：長門市和太鼓連盟
出演：長門和太鼓オーケストラ 翔門＆バンド
　　　みすゞ音頭を育てる会 青波＆ソーラン節
　　　三隅清風太鼓＆お客さん
　　　和太鼓 鼓波会＆大道芸

■入場料／（全席自由、税込）一般1,000円、
       高校生以下500円、未就学児無料
■発売日／発売中
■プレイガイド／①（窓口・電話）、
       　　　各出演団体事務局 昨年度の様子昨年度の様子

6月23日（土）～7月22日（日）  10：00～16：00

物語を呼び起こす和紙人形

「近松人形の花形たち」展

和紙彫塑作家・内海清美氏制作の和紙人形の中から、長門市に
出生伝承の残る近松門左衛門の作品に登場する「花形たち」を
紹介します。

■会　場／文化情報ギャラリー
■入場料／無料　　会期中休館日：7月2日（月） 昨年度の様子昨年度の様子

7月21日（土）  ①10:00開場　10:30開演［12:45終演予定］ ②13:30開場　14:00開演［16:15終演予定］

少年ミゲルの冒険の物語！
第3回 ルネッサシネマ～市民名画劇場～  

他界した家族に出会えるとされ
る、メキシコの祝祭「死者の日」を
題材に、“家族の絆”をテーマに描
かれたミュージカルアニメーション
です。ぜひご家族でご覧下さい。 

■入場料／（全席自由、税込）［友の会］：一般　1,000円、学生　500円
　　　　　　　　　　　　　　［前　売］：一般　1,200円、学生　700円
　　　　　　　　　　　　　　［当　日］：一般　1,500円、学生 1,000円
　　　　　※３歳以下膝上鑑賞無料
■発売日／発売中　　■プレイガイド／①、④、⑤、⑥

友の会会員（会員割引） 1階S席5,700円、1階A席4,700円、2階A席3,700円、2階B席2,700円 ※割引適用４枚まで

舞台は報道各社の政治部が入居する国会記者会館。
ここに出入りできるのは、「官邸記者クラブ」に所属する、報道各社のエリート記者たち。
考え方も立ち位置も異なる5人の記者たちが、ある出来事をめぐり抜き差しならない状況に追い込まれる―

作・演出：永井　愛
出　　演：安田成美　松尾貴史
　　　　　眞島秀和　馬渕英里何　柳下　大

■入場料／（全席指定、税込）1階S席6,000円、1階A席5,000円、
　　　　　　2階A席4,000円、2階B席3,000円  ※1階席残席わずか
■発売日／発売中
■プレイガイド／①（WEB・窓口・電話）、②（Lコード：61842）、
　　　　　　　　③（Pコード：484-980）、⑨

8月12日（日）  13：30開場　14：00開演［16：00終演予定］

文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）｜  独立行政法人日本芸術文化振興会

『ザ・空気 ver.2　誰も書いてはならぬ』

安田成美 眞島秀和 馬渕英里何 柳下　大 松尾貴史

画像
8月5日（日） ①嵐を呼ぶ男　　   8：50 開場　  9：00 開演［10：40 終演予定］

②悪名　　 　　　10：50 開場　11：00 開演［12：34 終演予定］
③隠し砦の三悪人 13：20 開場　13：30 開演［15：48 終演予定］
④暁の脱走　　　 16：10 開場　16：20 開演［18：10 終演予定］

平成30年度優秀映画鑑賞推進事業

優秀映画鑑賞会

池部良、石原裕次郎、三船敏郎、
勝新太郎、田宮二郎――。
個性豊かな男優たちの魅力が
あふれる作品を上映します。

主な出演者
「嵐を呼ぶ男」（1957年）　　石原裕次郎､北原三枝､芦川いづみ､金子信雄
「悪名」（1961年）　　　　　勝新太郎､田宮二郎､中村玉緒
「隠し砦の三悪人」（1958年）三船敏郎､上原美佐､藤田進
「暁の脱走」（1950年）　　　池部良､山口淑子､小沢栄

■入場料／（全席自由、税込）１日券300円（当日同額）※入場当日のみ有効
■発売日／７月１日（日）10:00より電話・窓口受付開始
■プレイガイド／①（電話予約可）

暁の脱走暁の脱走

主催：公益財団法人長門市文化振興財団、文化庁、
　　　国立映画アーカイブ
特別協賛：木下グループ　協力：株式会社オーエムシー
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画像

画像

Event Information

伝統芸能資料展  10月開催予定伝統芸能資料展  10月開催予定

友の会会員（会員割引） 一般:正面席1,800円　北席1,500円　南席1,500円　高校生以下:一律1,200円 ※割引適用４枚まで

9月16日（日）  13：30開場　14：00開演［16：00終演予定］

全国トップレベルのマーチングは必見！

精華女子高等学校吹奏楽部コンサート

吹奏楽コンクールで連続金
賞を受賞しているブラスバ
ンドの中でも人気の高い精
華女子高等学校吹奏学部
によるコンサートを今年も
開催します。是非この機会
にご来場下さい。

■入場料／（全席指定、税込）一般:正面席2,000円　北席1,500円
　　　　　南席1,500円
       高校生以下:一律1,200円　※3歳未満入場不可
■発売日／発売中
■会　場／ルネッサながと　アリーナ
■プレイガイド／①（WEB・窓口・電話）、②（Lコード:61998）、
　　　　　　　　③（Pコード:112-634）、⑨

9月1日（土）  17:30開場　18:00開演［20:00終演予定］

吹奏楽の醍醐味を満喫

海上自衛隊 佐世保音楽隊コンサート

佐世保音楽隊が2年ぶりに登場！　幅広いジャンルを高い演奏技術で奏でます。
主催：NPOながと

■入場料／無料（全席自由）　※要整理券
■整理券配布日／7月27日（金）10:00より
　　　　　　　※お一人4枚まで※電話予約可
■プレイガイド／①（窓口・電話）、⑥

友の会会員（会員割引） 特等席8,100円、松席7,100円、梅席6,100円、2階席4,100円 ※割引適用４枚まで

9月17日（月・祝）
11：30開場　12：00開演［15：00終演予定］

片岡愛之助を座頭に、「義経千本桜」より二演目を上演

松竹大歌舞伎

『義経千本桜』は歌舞伎の三大
名作のひとつとして上演を重ね
る人気作品です。源義経を軸に
描かれた全五段の義太夫狂言の
内、四段目をお送りします。源義
経を恋い慕う静御前と、親を乞
う子狐の情愛を中心とした傑作
をお楽しみ下さい。

■入場料／（全席指定、税込）特等席8,500円、松席7,500円、梅席6,500円
                  2階席4,500円
■発売日／発売中
■プレイガイド／①（WEB・窓口・電話）、
　　　　　　　　②（Lコード：64050）、③（Pコード：484-969）、⑨
■備　考／宿泊プラン（締切：8月16日（木））
　　　　　※定員に達し次第締め切りとさせていただきます。

道行初音旅一、義経千本桜 清元連中
竹本連中

川連法眼館二、義経千本桜
一幕

出演：シュチェパーン・プラジャーク（第一ヴァイオリン）
　　　ヴィクトル・マザーチェク　　（第二ヴァイオリン）
　　　イジー・ポスレドニー　　　　（ヴィオラ）
　　　ヤクブ・ドヴォルジャーク　　（チェロ）
［ゲスト出演］シャオ・ロン　　　　  (中国琵琶)

曲目（予定）
モーツァルト「ディヴェルティメント」
ヤナーチェク「霧の中で」
タン・ドゥン「琵琶（中国琵琶）と弦楽四重奏の為の協奏曲」
※シャオ・ロン（中国琵琶）との競演
ドヴォルザーク「アメリカ」

9月24日（月・祝）  14：00開場　14：30開演［16：00終演予定］

第一級カルテットと中国琵琶との競演も♪

チェコ・フィルハーモニー弦楽四重奏団コンサート

世界のチェコ・フィルの代表的弦楽四重奏団。空前のテクニックでついに来
県！いずれも名だたる名手。超絶技巧の中国琵琶シャオ・ロンとの競演もあ
り！タン・ドゥンの追求した音楽の楽しさと可能性を感じさせるコンサート
です。この機会を逃す手はありません。

■入場料／（全席指定、税込）1階S席:一律3,500円
　　　　　１階A席:一律2,500円、桟敷席:一律2,500円、
　　　　　２階A席:一般2,500円、学生2,000円
　　　　　２階B席:一般2,000円、学生1,500円
■発売日／発売中
■プレイガイド／①（WEB・窓口・電話）、②（Lコード:62038）
　　　　　         ③（Pコード:109-062）、⑨

シャオ・ロン

主催：公益財団法人 長門市文化振興財団、中四国9県、
　　　山口県伝統芸能保存会連絡協議会

10月21日（日）  10：00開場　10：30開演［16：10終演予定］

芸術文化振興基金助成事業

第27回中四国文化の集い　中四国郷土芸能フェスタ2018 in 山口

明治維新150年を迎えた山口県に、中四国9県の郷土芸能が集結！
各地の歴史と風土から生まれた芸能をご堪能下さい。

■入場料／無料

友の会会員
（会員割引）

1階S席:一律3,000円、1階A席:一律2,000円、桟敷席:一律2,000円、2階A席:一律2,000円、2階B席:一律1,500円
※割引適用４枚まで
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「金沢しぐれ」
夏木綾子

Event Information

30年臨時休館日　7/2、8/20、10/15、11/12、12/3　　31年臨時休館日　1/21、2/18、3/1130年臨時休館日　7/2、8/20、10/15、11/12、12/3　　31年臨時休館日　1/21、2/18、3/11

31年2月11日（月・祝）  13:30開場　14:00開演［16:00終演予定］

伝統に裏付けされた至芸を味わう

第19回　万作・萬斎 狂言公演

毎年大好評を頂いている「万作の会」による狂言公演です。
見どころ聴きどころたっぷりの狂言をお楽しみ下さい。

■入場料／（全席指定、税込）1階席5,700円、2階席5,200円
■発売日／［友の会］11月17日（土）10:00よりWEB・電話受付開始
       ［一 般］11月27日（火）10:00よりWEB・電話受付開始
■プレイガイド／①（WEB・窓口・電話）、②（Lコード：64054）、③（Pコード：484-970）、⑨
 団体予約（締切：11月3日（土））、宿泊プラン（締切：1月20日（日））※定員に達し次第締め切りとさせていただきます。

友の会会員（会員割引） 1階席5,400円、2階席4,900円（割引適用4枚まで）※先行発売期間中4枚まで購入可

［特別ゲスト］キングレコード　夏木綾子　［審査員長］作曲家　岸本健介

野村万作 野村萬斎

三遊亭円楽 春風亭昇太

公演同日

「ながと近松文化講座　狂言教室」開催
10:30開場　11:00開演
　参加料：一般 500円、小中高生 無料
　発売日：11月17日（土）10:00より

12月15日（土）  13：30開場　14：00開演　　12月16日（日）  ①11：30開場　12：00開演　②15：30開場　16：00開演

我が国最強のエンターテイメント！

DRUM TAO 2018  RHYTHM of TRIBE～時空旅行記～

“劇団DRUM TAO”、
我が国の伝統芸術を、更に進化したエ
ンターテイメントとして表現。
SAMURAI達が過去と現代を行き交う
魂の旅にいざない、古からのメッセー
ジが、時を超えて現代に光を放つ。
異次元の衣装は７年目となるコシノ
ジュンコがデザイン、TAOが繰り広
げるパフォーマンスと大迫力の映像
テクノロジーの融合。映画のような
展開は、あらゆる想像を覆す、最先
端の「THE 日本エンターテイメント」
16回目となる今年もルネッサながと
に凱旋！　

■入場料／（全席指定、税込）1階席5,800円、2階席5,300円
■発売日／［友の会］9月  8日（土）10:00よりWEB・電話受付開始
       ［一 般］9月18日（火）10:00よりWEB・電話受付開始
■プレイガイド／①（WEB・窓口・電話）
       　　　②（Lコード:64052）
       　　　③（Pコード:109-065）、⑨
　団体予約（16日16:00公演のみ受付中。締切：8月25日（土））

友の会会員（会員割引） 1階席5,500円、2階席5,000円（割引適用4枚まで）※先行発売期間中4枚まで購入可

12月8日（土）  13：00開場　13：30開演［14：40終演予定］

エビカニクスが大ヒット！ケロポンズの世界へようこそ！

ケロポンズ・ファミリーコンサート in ながと
あそびうたや体操、ストーリーが一体となった楽しい親子コンサートです。ぜひご家族でご体感下さい！
■入場料／（全席指定、税込）一律2,500円　※3歳以上有料。3歳未満は、大人1名につき1名膝上鑑賞無料。但し、座席が必要な場合は有料。
■発売日／［友の会］8月25日（土）10:00より　　　WEB受付開始

9月　1日（土）10:00より　　　電話受付開始
       ［一 般］9月　6日（木）10:00よりWEB・電話受付開始
■プレイガイド／①（WEB・窓口・電話）、②（Lコード：64053）、③（Pコード：109-066）、⑨
 団体予約（締切：8月11日（土））※定員に達し次第締め切りとさせていただきます。

友の会会員（会員割引） なし ※先行発売期間中4枚まで購入可

12月2日（日）  第1部10:00／第2部13:00［16:30終演予定］

高らかに響く北浦の歌声

＜大津あきら顕彰＞歌謡フェスティバル

長門市出身の作詞家・故大津あきら氏の業績を顕彰するカラオケ大会です。このたびは、過去開催してきた「北浦選抜歌謡
コンクール」のグランドチャンピオン大会を開催します。共催：NPO法人北浦音楽芸能文化協会

■入場料／（全席自由、税込）1,500円［1部・2部共通券、当日500円増］
※中学生以下の入場不可［出場者の関係者を除く］
■発売日／9月12日（水）10:00より
■プレイガイド／①、②（Lコード：64051）、③（Pコード：109-063）、④～⑦、⑨、ロック（フジ長門店）、萩楽器店、サンリブ萩店

31年2月6日（水）  18：00開場　18：30開演［20：30終演予定］

江戸落語の世界をご堪能ください！

宝くじ文化公演　三遊亭円楽 春風亭昇太 二人会

ご存じ三遊亭円楽師匠、春風
亭昇太師匠がルネッサながと
に登場です。高座にかかる当
日の演目をお楽しみに！

■入場料／［前　売］：一般　2,000円、高校生以下　1,000円
　　　　　［当　日］：一般　2,500円、高校生以下　1,500円
　　　　　　※宝くじの助成により、特別料金となっています。
■発売日／11月4日（日）10:00より電話受付開始 ※宝くじ文化公演のため友の会先行販売はありません。
■プレイガイド／　①（窓口・電話）、②（Lコード：61478）、③（Pコード：487-992）

第1部　北浦地域の歌謡グループ歌唱大会　　第2部　北浦選抜歌謡コンクール「グランドチャンピオン大会」

ⒸDRUM TAOⒸDRUM TAO



5 Event Information

年末年始休館日は12/29～31年1/3　※1/3は成人式のため午前劇場のみ臨時開館年末年始休館日は12/29～31年1/3　※1/3は成人式のため午前劇場のみ臨時開館

ルネッサながと友の会　会員募集
入会は随時受け付けしております。
■会員の有効期限／入会日から翌年の入会月末まで
■入会方法／　ルネッサながと窓口、もしくは専用入会用紙にご記入の上、最寄りの郵便局から会費をお振込み下さい。
※専用用紙はご郵送いたします。お電話にてご請求下さい。
■年 会 費／2,000円
■会員特典／チケットの優先購入・割引・無料送付、情報誌の無料送付、ルネッサシネマ優待券、館内レストラン５%割引
■友の会先行購売期間　先行発売初日10：00～一般発売前日17：00まで。　

「秋吉台国際芸術村」公演情報
〒754-0511　山口県美祢市秋芳町秋吉50
TEL：0837-63-0020　　FAX：0837-63-0021　　HP：http://www.aiav.jp　　E-mail：info@aiav.jp

温泉宿＋観劇のお得なプラン「湯ったり観劇プラン」のご案内
■湯本温泉、油谷湾温泉、俵山温泉、湯免温泉、萩温泉の11の
　宿泊施設からお選びいただけます。
■お申込みは直接宿泊施設にてお願いいたします。
■詳細はルネッサながとへお問い合わせいただくか、
　ホームページをご覧下さい。

お得その１ ● １階席・Ｓ席チケット付
お得その２ ● 温泉宿に宿泊
お得その３ ● １名様よりお申込み可

取組公演：松竹大歌舞伎、第19回 万作・萬斎 狂言公演

 

月・日 開演時間開場時間 公演名・展示名 料　　　金 チケット発売日

※ルネッサながとでのチケットの取り扱いはありません。　　　※入場制限、託児、会員割引等の詳細は秋吉台国際芸術村へお問い合わせ下さい。

託児サービスのご案内
公益財団法人長門市文化振興財団が主催する公演で託児サービスがご利用できます。
■申込方法／公演日の10日前までに電話で直接お願いいたします。
■料　　金／お子様お一人500円
■支払方法／公演当日のルネッサながと窓口で受付時
■託児時間／開演30分前から終演後30分まで

ルネッサながとWEB会員　会員募集
インターネットチケット購入サービスに特化した会員です。
■会員特典／チケットのインターネット購入ができます。
■入会方法／ルネッサながとホームページでご入会できます。
■会　　費／無料

8月5日（日） 13：30 14：00
反田恭平ピアノリサイタル
全国ツアー2018～2019山口公演

1階席 4,000円
2階席 3,500円
完　売

発売中

8月12日（日） 13：30 14：00 秋吉台ミュージック・アカデミー
スペシャル・ガラ・コンサート

一般　3,000円
学生　2,000円
フレンズネット会員割引あり

発売中

8月19日（日） 13：30 14：00 現代音楽セミナー・コンサート
メインコンサート1

一般　1,500円
高校生以下無料
フレンズネット会員割引あり

発売中

8月22日（水） 18：00 18：30 現代音楽セミナー・コンサート
メインコンサート2

一般　1,500円
高校生以下無料
フレンズネット会員割引あり

発売中

9月16日（日） 13：30 14：00 コハーン・イシュトヴァーン
クラリネット・リサイタル 500円 発売中

9月24日（月・休） 14：15 15：00 トルヴェール・クヮルテット
コンサート
トルヴェール・クヮルテット
コンサート

一般　3,000円
学生　1,500円
フレンズネット会員割引あり

発売中

団体鑑賞のご案内

■申込方法／所定の申込用紙かホームページ、お電話でお願いいたします。
■予約締切／公演によって多少異なりますが、友の会先行発売日の概ね２週間前程度まで
　◎定員に達し次第、受け付けを終了いたします。

10名様以上の団体（グループ）でご覧になるお客様のために、一般発売に先がけて予約を受け付け、人数分の席を
事前に確保させていただくサービスです。



伊上駅

長門湯本駅

長門三隅駅191

191

316491

長門市駅

■チケット取扱所 ※イベントにより取扱所が異なります。

■首都圏→宇部空港→(バス15分)→宇部新川駅→(宇部線約11分)→宇部駅
　→(山陽本線約12分)→厚狭駅→(美祢線67分)→長門市駅
■首都圏→岩国錦帯橋空港→（バス15分）→岩国駅→（錦川鉄道15分）→清流岩国駅
　→（徒歩1分）→新岩国駅→（新幹線15分）→厚狭駅→（美祢線67分）→長門市駅

■新山口駅から約60分
■中国道美祢ICから約35分
■中国道美祢東ICから
　絵堂IC経由約30分

公共交通機関でお越しの場合

お車でお越しの場合

交通アクセス 劇場案内

タクシー送迎プラン

※山口地区以外の貸切利用の方はお問い合せ下さい。※ご利用は全て貸切となります。他の利用者との混乗はできません。

タクシー1台（４名まで）
ジャンボタクシー１台 (９名まで)

（４名まで）
(９名まで)

■劇  場 プロセニアム／間口：約18m、高さ：7.2m
      舞台／幅：49m、奥行：18m、すのこの高さ：20m
■舞台機構 大迫り、小迫り、舟底迫り、昇降式本花道、
      すっぽん、可動プロセニアム、
      廻り舞台（8間・直径14.5m)、文楽廻しなど
■客  席 １階席：576席
      （花道使用時：522席
      文楽廻し使用時：564席)
      桟敷席：42席
      （6名×7室）
      親子席：5名程度
      車椅子席：5席程度
      ２階席：184席

山口宇部空港 片道貸切

片道貸切

貸切往復(6時間以内)

13,000円
18,000円

タクシー1台
ジャンボタクシー１台

新山口駅
11,000円
15,000円

タクシー1台
ジャンボタクシー１台

山口地区(自宅より)

25,000円
33,000円

TEL：0837-22-3033（JTBトラベルサロンジョイ）〔営業時間／10:00～19:30〕

チケットのご購入方法◎インターネットでチケットが購入できます。

お申込み・問い合わせ

■新幹線各駅(ひかり・のぞみ号)→新山口駅→(山陽本線33分)→厚狭駅
　→(美祢線67分)→長門市駅
■新幹線各駅(こだま号)→厚狭駅→(美祢線67分)→長門市駅
■九州方面在来線各駅→下関駅→(山陰本線120分)→長門市駅
■鳥取・島根方面山陰本線各駅→(山陰本線)→長門市駅
※長門市駅から車で約5分、徒歩で約15分

山口銀行 長門郵便局

警察署消防署

近松みすゞ 道路

至青
海島

長門病院

丸和
大津緑洋高
水産キャンパス

長門市役所

JA

至
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本
温
泉

至
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海
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至萩

長門市駅
仙崎駅

※無料駐車場350台
ルネッサながと

①ルネッサながと

②ローソンチケット

③チケットぴあ

④三隅公民館

⑤日置農村環境改善センター

⑥ラポールゆや（月曜休館）

⑦ウェーブ

⑧アトラス萩店（カードセンター）

⑨

　　　　　

☎0837-26-6001

☎0570-084-006

☎0570-02-9999

☎0837-43-0811

☎0837-37-2340

☎0837-33-0051

☎0837-22-1155

☎0838-26-0909

☎0838-21-0020

☎083-974-0055

☎0834-61-0551

☎083-932-0792

☎082-207-1266

●

■ローソンチケット
●電話予約 TEL 0570-084-006（一部携帯電話・PHSからはご利用できません）
全国ローソン店内 Loppi
※ご購入の際に、「Lコード」が必要になりますので、販売情報をご確認下さい。

■チケットぴあ
●電話予約 TEL 0570-02-9999（一部携帯電話・PHSからはご利用できません）
●＠チケットぴあ、チケットぴあ店舗、セブン-イレブンで販売
※ご購入の際に、「Pコード」が必要になりますので、販売情報をご確認下さい。

■インターネット［受付時間24時間］
●ルネッサながとのホームページの チケットのご予約・ご購入について
　からお手続き下さい。

　

※前売販売初日は10：00からの受付となります。

※インターネットでご予約・ご購入の際は、WEB会員（無料）・友の会（有料）への入会
　が必要です。
※前売販売初日は、座席の指定はできません。座席指定のご購入は翌日から可能です。

●お支払・受取方法
事務所窓口（9:00～17:00）、セブン-イレブン（24時間）
※セブン-イレブンでのお支払いの際は、決済手数料として1件につき162円、
　発券手数料として1枚につき108円ご負担いただきます。

■電話予約[受付時間9:00～17：00]
●ルネッサながと　TEL 0837-26-6001

※前売販売初日は10：00からの受付となります。

※ご覧になりたい公演名、公演日時、席種、枚数をお伝え下さい。

●お支払い方法

※各手数料はお客様のご負担となりますので、あらかじめご了承下さい。
事務所窓口、銀行振込、郵便振替、セブン-イレブン

ル
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サ
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と

発行／公益財団法人長門市文化振興財団　〒759－4106 山口県長門市仙崎818番地1　TEL：0837-26-6001　FAX :0837-26-6002　HP：https://www.renaissa -nagato.jp/

山口県立劇場 ルネッサながと 文化情報誌　2018年／夏号

ルネッサながと　個人協賛のご案内 ルネッサながと協賛企業
■協賛依頼額
■協 賛 期 間
 

 

㈱アルミネ
㈲いわさきファイブ
㈲うちやま薬局
㈱大谷山荘
島田法律事務所
㈱中原組

長門山電タクシー㈲
萩山口信用金庫
フジミツ㈱
山口銀行長門支店
他

50音順　敬称略

NTAトラベル　   萩本店

小郡支店

周南支店

ユニオントラベル県庁内支店

広島八丁堀福屋支店

メッセージボード　１口１万円／年
平成30年4月1日～平成31年3月31日
メッセージボードは30cm×10.5cmプラスチック製で劇場入口
に掲示いたします。
その他、詳しくはお問い合わせください。
※申込に際しいただいた個人情報は「ルネッサながと個人協賛」に関す
　る業務以外には使用いたしません。


