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歌 舞伎 立役の人間国宝
片岡仁 左 衛門来 演

20周年記念公演

Ⓒ松竹

奇跡のピア二スト
感動ドキュメンタリー映画

©2018「フジコ・ヘミングの時間」フィルムパートナーズ

国立文楽劇場 蔵

圧巻のパフォーマンスに感動

Event Information

体験！「大向う」！

大向う講座
4月12日（日）

①10:00開場
②14:45開場

10:30開演［11:30終演予定］
15:15開演［16:00終演予定］

博多座をはじめ、全国の劇場で活動中の 大向う「飛梅会」の会長 足立憲彦さんを講師に迎え、
大向うの「実演」と「ミドコロ」を交えて、皆様を一歩深い歌舞伎の世界へご案内します！
※「大向う」とは、物語の山場や俳優の見せ場などで掛け声を掛ける専門家です。

■入場料／無料

※要事前申込

人間国宝、片岡仁左衛門が魅せる！権太の真実とは！？

令和二年度
4月12日（日）

松竹大歌舞伎

①11:30開場
②16:00開場

12:00開演［15:05終演予定］
16:30開演［19:35終演予定］

舞踊「正札附根元草摺」では歌舞伎の様式美に満ちた華やかさを、
「 義経千本桜」
のうち三段目にあたる「木の実」
「 小金吾討死」
「 すし屋」では、忠義や親子の情と
いった登場人物の心の機微をご堪能下さい。片岡仁左衛門をはじめ、今注目の
俳優が一同に揃った本公演は必見です！

■入場料／（全席指定・税込）1階S席8,000円、桟敷席8,000円、1階A席6,000円、
2階席5,000円、学生4,000円（2階席のみ）
■発売日／発売中
■プレイガイド／①（WEB・電話・窓口）、②（Lコード：62095）、③（Pコード：499-175）、⑧
■備 考／宿泊プラン［締切：3月22日（日）］
※定員に達し次第締め切りとさせていただきます。

Ⓒ松竹

友の会会員（会員割引） 1階S席7,600円、桟敷席7,600円、1階A席5,600円、2階席4,600円、学生4,000円（2階席のみ）
（適用各４枚まで）

最新音響システムを導入したルネッサ劇場。最高の音でご鑑賞下さい。

第8回 ルネッサシネマ〜市民名画劇場〜
「フジコ・ヘミングの時間」
5 月6日（水・振休） ①10:00開場
②13:30開場

10:30開演［12:15終演予定］
14:00開演［15:45終演予定］

数奇な人生に抗ってそれでも彼女は弾き続けた。
生きるヒントがいっぱいのドキュメンタリー映画です。

■入場料／（全席自由・税込）前売：一般1,200円
当日：一般1,500円/高校生以下800円 ※高校生以下当日券のみ
■発売日／3月10日（火）10:00より
■プレイガイド／①（電話・窓口）、④、⑤、⑥

©2018「フジコ・ヘミングの時間」フィルムパートナーズ

友の会会員（会員価格） 前売・当日：一般1,000円/高校生以下500円 ※高校生以下当日券のみ （適用枚数制限なし）

吹奏楽の醍醐味

海上自衛隊佐世保音楽隊コンサート

5月17日（日） 13:30開場

14:00開演［16:00終演予定］

毎年人気の自衛隊コンサートを今年も開催します。今年は2年振りに佐世保音楽隊が長門に帰ってきます。是非ご来場下さい。
主催：NPOながと

■入場料／（全席自由）無料 ※要整理券
■整理券配布日／4月10日（金）10:00より

※お一人4枚まで

■プレイガイド／①（電話・窓口）、⑥

観て・聴いて・楽しめる感動のステージ

宝くじ文化公演 森公美子コンサート
〜カモナ・マイ・ドリーム〜
6月27日（土） 15:00開場

15:30開演［17:20終演予定］

定評のある歌唱力と魅力的なキャラクターで人々を魅了する森公美子さんのコンサートです。
幅広いジャンルで活躍する彼女のパフォーマンスは、会場全体を笑顔に包みます。
是非この機会に、皆様お揃いでお越し下さい。

■入場料／（全席指定・税込）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、特別料金になっています。※前売で完売の場合、当日券の販売はありません。
■発売日／【電話受付】3月14日（土）10:00より
※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（電話・窓口）、②（Lコード：62829）、③（Pコード：177-829）

「鯉のぼり展」4/25（土）〜5/6（水・振休）

森公美子

Event Information

おかげさまで20年

ルネッサながと開館20周年記念公演
7月4日（土） 10:30開場

11:00開演［14:20終演予定］

ルネッサながとの開館以来、施設の運営に多大な功績のある人間国宝の野村万作、吉田簑助、坂
田藤十郎の3人を特別表彰。続いて、授賞関係者による狂言、歌舞伎、文楽の特別公演を行います。
狂言は、野村万作師自ら狂言の語り芸の最高峰「奈須与市語」を、歌舞伎は坂田藤十郎丈の孫・中
村壱太郎丈が荘重な祝儀舞「島の千歳」を披露します。文楽は、吉田簑助師の弟子・桐竹勘十郎師
が地方では観ることのできない文楽三大名作の一つ「義経千本桜」より「河連法眼館の段」を華や
かに上演します。人形ならではの早替りや宙乗りも見所です。我が国が世界に誇る伝統芸能が一
度に堪能できる特別公演。どうぞ、ご期待下さい。

国立文楽劇場 蔵
野村万作

桐竹勘十郎

中村壱太郎

■入場料／（全席指定・税込）①第一部鑑賞券 2,500円 ②第二部鑑賞券 3,500円 ※①②通しでの購入は、500円引き
■発売日／［友の会］3月28日（土）9:00よりWEB受付開始、10:00より電話受付開始
［一 般］4月 8日（水）9:00よりWEB受付開始、10:00より電話受付開始
■プレイガイド／①（WEB・電話・窓口） 団体予約［締切：3月21日（土）］※定員に達し次第締め切りとさせていただきます。

第一部

第二部

11：00 記念式典
狂言 「奈須与市語」 野村 万作
15分
舞踊 長唄「島の千歳」中村壱太郎
17分
13：00 文楽 義経千本桜「河連法眼館」
桐竹勘十郎ほか 70分

友の会会員（会員価格） ①第一部鑑賞券2,000円

＜関連企画＞

ルネッサながと開館20年の歩み展

6月27日（土）〜8月30日（日）
10:00〜16：00
■会 場／文化情報ギャラリー

■入場料／無料

②第二部鑑賞券3,000円 （適用各4枚まで）※先行発売期間中各4枚まで購入可

近松の想いを映す和紙人形

近松人形展

7月1日（水）〜7月5日（日）

ルネッサながとでは、
和紙彫塑作家・内海清美氏が近松門左衛門の作品をもとに制作した和紙人形150体をお預かりしています。
これまでこの和紙人形を多くの方にご覧頂く機会として、
「近松人形の花形たち」
展と題し、
数体をピックアップして展示紹介してきました。
このたびは開館20周年を記念し、
より多くの作品を展示し近松人形の魅力に迫ります。

■会

場／ロビー

前回の様子

■入場料／無料

長門の和太鼓は止まらない！

第16回

ながと和太鼓フェスティバル

7月12日（日） 12:30開場

13:00開演［15:15終演予定］

昨年15回目の節目にこれまでの軌跡を振り返った長門の和太鼓集団が、更なる高みを目指します。
創意工夫を凝らした演出にご期待下さい。
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／みすゞ音頭を育てる会 青波／三隅清風太鼓／和太鼓

■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／5月12日（火）10:00より
■プレイガイド／①（電話・窓口）、各出演団体事務局

昨年度の様子
鼓波会

劇場の設備とお仕事

バックステージツアー
8月11日（火） 13:30開始

15:00終了予定 [13：00受付開始]

最新デジタル音響設備・舞台機構・照明設備・劇場の裏の裏をご案内いたします。
古典芸能ならではの演出体験もできます。

■募集対象／小学生以上 ※小学生は保護者同伴でお申込み下さい。
■募集人数／先着30名
■参加料／500円
■服 装／舞台の移動は階段や段差がありますので、動きやすい服装・靴でお越し下さい。
■申込方法／ルネッサながとの窓口かお電話にてお申込み下さい。
■申込期間／4月8日（水）9:00〜8月5日（水）17:00まで ※定員に達し次第締め切りとさせていただきます。

定式幕

全国トップクラス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
9月21日（月・祝） 13:30開場

14:00開演［16:00終演予定］

吹奏楽コンクールで連続金賞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楽部による
コンサートを今年も開催します。是非ご鑑賞下さい。

■会 場／ルネッサながと アリーナ
■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
■発売日／［友の会］5月30日（土）
9:00よりWEB受付開始、
10:00より電話受付開始
［一 般］6月 9日（火）
9:00よりWEB受付開始、
10:00より電話受付開始
■プレイガイド／①（WEB・電話・窓口）、②（Lコード：61774）、③（Pコード：177-830）、⑧
■備 考／団体予約［締切：5月16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（会員価格） 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 （適用4枚まで）※先行発売期間中4枚まで購入可

「仙崎港・引揚展」8月開催予定

Event Information

ルネッサながと初登場！

白石加代子「百物語」
11月21日（土） 13:30開場

14:00開演［15:30終演予定］

語りの名手と定評のある白石加代子さんの朗読劇です。笑いあり、ドキドキあり、恐怖あり…不思議な世界をお魅せします。

■入場料／（全席指定・税込）一律5,000円
■発売日／［友の会］8月22日（土）
9:00よりWEB受付開始、
10:00より電話受付開始
「箪笥」
［一 般］9月 1日（火）
9:00よりWEB受付開始、
10:00より電話受付開始
■プレイガイド／①（WEB・電話・窓口）、②、③、⑧
■備 考／団体予約［締切：8月8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（会員価格） 一律4,500円（適用4枚まで）※先行発売期間中4枚まで購入可

歌自慢の歌声高らかに

＜大津あきら顕彰＞歌謡フェスティバル

11月23日（月・祝） 第1部10:00／第2部13:00［16:30終演予定］

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。

第1部 北浦地域の歌謡グループ歌唱大会/第2部 「大津杯」
県内＆北浦選抜歌謡コンクール

［特別ゲスト］テイチクエンタテインメント

京太郎

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2,000円］※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8日（火）10:00より
■プレイガイド／①（電話・窓口）、②、③、⑧ ほか

京太郎

新時代の日本エンターテイメント!!

TAO

2020

〜祭響 Saikyo〜

：30開場
11月28日（土）①11
②15：30開場
：30開場
11月29日（日） ①11
②15：30開場

12：00開演
［13：40終演予定］
16：00開演
［17：40終演予定］
12：00開演
［13：40終演予定］
16：00開演
［17：40終演予定］

地球の祝祭2020〜TAOが世界へ魅せる、THE MATSURI
伝統的な和の世界に革新を重ねた、未来の日本をTAO流に表現。
強靭な肉体から放たれる和太鼓のビートとパフォーマンスは、和の国の情熱。
美しい旋律は、自然が織りなす究極の美。最新の映像技術を惜しみなく駆使し、未知の世界観を演出。
無数の響きが出会った瞬間、最強のエンターテイメントショーの幕が開ける。
TAOがおくる地球の祝宴が今、始まる！18回目となる今回もどうぞご期待下さい！

■入場料／（全席指定・税込）1階席5,800円、2階席5,300円

■発売日／8月予定

ⒸDRUM TAO

■プレイガイド／①（WEB・電話・窓口）、②、③、⑧

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

新春の幕開けに古典芸能を堪能

第21回

万作・萬斎 狂言公演

2021年1月11日（月・祝）13:30開場

14:00開演［16:00終演予定］

毎年恒例、完売必須の狂言公演です。
「万作の会」による「和楽の笑い」が、新春を彩ります。

■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］10月10日（土）
9:00よりWEB受付開始
10:00より電話受付開始
［一 般］10月20日（火）
9:00よりWEB受付開始
10:00より電話受付開始
■プレイガイド／①（WEB・電話・窓口）、②、③、⑧
団体予約［締切：9月26日（土）］、宿泊プラン［締切：12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。

野村万作

野村萬斎

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／ 10月10日（土）10:00より

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

NHK Eテレ「ピタゴラスイッチ」でおなじみの3人がやってくる♪

栗コーダーカルテット〈ファミリーコンサート〉
2021年2月28日（日）13:30開場

14:00開演［15:45終演予定］

「ピタゴラスイッチ」のテーマ、帝国のマーチ（ダース・ベイダーのテーマ）などで大人気の栗コーダーカルテット。
リコーダーを携えた3人がお贈りする、めちゃくちゃ楽しいファミリーコンサート！

■入場料／（全席指定・税込）一般2,800円、高校生以下1,800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。座席が必要な場合は有料。
■発売日／［友の会］10月31日（土）
9:00よりWEB受付開始、
10:00より電話受付開始
［一 般］11月10日（火）
9:00よりWEB受付開始、
10:00より電話受付開始
■プレイガイド／①（WEB・電話・窓口）、②、③、⑧
団体予約［締切：10月17日（土）］※定員に達し次第締め切りとさせていただきます。

栗コーダーカルテット

友の会会員（会員価格） 一般2,500円、高校生以下1,500円 （適用4枚まで）※先行発売期間中4枚まで購入可

〈臨時休館日〉4/27、6/1、7/13、8/17、10/19、11/9、12/7、2021年1/18、2/15、3/15

Event Information

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 イベントにより異なります。※WEB先行発売取組公演もございます。

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。※WEB先行発売取組公演もございます。
■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

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、俵山温泉、油谷湾温泉、萩温泉
の10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。
■ルネッサながとと宿泊施設間の送迎はお申
込み時にご相談下さい。
■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

■湯本温泉（ルネッサながとから車で約15分）
一福旅館【☎0837-25-3914】
大谷山荘【☎0837-25-3300】
湯本観光ホテル西京【☎0837-25-3111】 湯本温泉ホテル枕水【☎0837-25-3211】
ホテル長門はらだ【☎0837-25-3521】
湯本ハイランドホテルふじ【☎0837-25-3711】
山村別館【☎0837-25-3011】
■俵山温泉（ルネッサながとから車で約25分）
松屋旅館【☎0837-29-0010】
■油谷湾温泉（ルネッサながとから車で約25分）
ホテル楊貴館【☎0837-32-1234】
■萩温泉（ルネッサながとから車で約35分）
萩本陣【☎0838-22-5252】

取組公演：松竹大歌舞伎、

第21回万作・萬斎狂言公演

託児サービスのご案内

詳細につきましてはお問い合わせ下さい。
◎本サービスは取り扱いのできかねる場合もあります。

団体鑑賞のご案内

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。
■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。

「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
料 金
開催日・期間 開演時間 公演名・展示名 チケット発売日
室内楽セミナー
4月26日 開場 14：30 「秋吉台の響き2020」

（日）

開演 15：00
開場 9：30

ガラコンサート

一 般：
2,500円
大学生以下：
1,000円
当日500円増
チケット発売中

4月30日 開演 10：00

第9回秋吉台音楽
コンクール
サクソフォーン部門
第1次予選

入場
無料

5月1日 開演 10：00

開場 9：30

第9回秋吉台音楽
コンクール
サクソフォーン部門
第2次予選

入場
無料

開場 9：30
5月2日 開演 10：00
（土）
（予定）

第9回秋吉台音楽
コンクール
サクソフォーン部門
本選

入場
無料

（木）

（金）

（予定）

（予定）

HP：https://aiav.jp

その他
お問い合せ先：
秋吉台室内楽セミナー
実行委員会事務局
（上原）

☎083-902-7100

※ルネッサながとでのチケットの取り扱いはありません。

E-mail：info@aiav.jp

料 金
開催日・期間 開演時間 公演名・展示名 チケット発売日

開場 9：30

5月3日 開演 10：00

第9回秋吉台音楽
コンクール
室内楽部門
第1次予選

入場
無料

5月4日 開演 10：00

開場 9：30

第9回秋吉台音楽
コンクール
室内楽部門
第2次予選

入場
無料

開場 9：30

第9回秋吉台音楽
コンクール
室内楽部門
本選

入場
無料

（日・祝） （予定）
（月・祝） （予定）

5月5日 開演 10：00

（火・祝） （予定）

6月21日 開場 14：30
（日） 開演 15：00

その他

一 般：
3,500円

無料託児あり
スパニッシュ・ブラス ユース
： ※満1才〜未 就 学 児 対 象、
ルール・メタルズ （25歳以下）
1,000円
4月上旬発売予定

要事前予約

※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。

〈年末年始休館日〉12月29日〜2021年1月2日

※1月3日は、成人式のため午前劇場のみ臨時開館

山口県立劇場 ルネッサながと 文化情報誌

2020年／春号

チケットのご購入方法
■インターネット［受付時間24時間］ ※前売販売初日の受付時間はイベントにより異なります。
●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。

※インターネットでご予約・ご購入の際は、WEB会員（無料）もしくは友の会（有料）へ
の入会が必要です。
※WEB用のお席をご指定いただきます。

●お支払・受取方法

セブン-イレブン
（24時間）、事務所窓口（9:00〜17:00）、
※セブン-イレブンでのお支払いの際は、支払手数料として1件につき165円、
発券手数料として1枚につき110円ご負担いただきます。

■電話予約[受付時間9:00〜17：00] ※前売販売初日は10：00からの受付となります。
●ルネッサながと

TEL 0837-26-6001

■チケット取扱所
①ルネッサながと

☎0837-26-6001

②ローソンチケット

☎0570-084-006

③チケットぴあ

☎0570-02-9999

④三隅公民館

☎0837-43-0811

⑤日置農村環境改善センター ☎0837-37-2340
⑥ラポールゆや
（月曜休館） ☎0837-33-0051

※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

⑦アトラス萩店（カードセンター） ☎0838-26-0909

セブン-イレブン、事務所窓口、銀行振込、郵便振替
※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。

⑧NTAトラベル

■ローソンチケット

■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

周南支店 ☎0834-61-0551
ユニオントラベル県庁内支店 ☎083-932-0792
広島八丁堀福屋支店 ☎082-207-1266

※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。

ルネッサながと舞台公演事業

ご協賛のご案内

●特別公演協賛

一口100万円／年 ●公演協賛 一口 10万円／年
●メッセージボード（個人協賛） 一口 1万円／年
■協賛金受付期間 随時
■芳名版掲示期間2020年4月1日〜2021年3月31日
特典１（特別公演協賛・公演協賛・個人協賛）
●ルネッサながと
「劇場」
入口ホワイエに協賛者の芳名版・メッセージボードを一年間掲示します。
特典２（特別公演協賛・公演協賛）
●ルネッサながと
「ウェブサイト」
「文化情報誌」
に協賛企業としてロゴマーク・企業名を掲載します。
●協賛内容に応じて、
公演の招待枠を確保します。
特典３（特別公演協賛・公演協賛）
※その他、詳しくはお問い合わせ下さい。

公共交通機関でお越しの場合

■劇

■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

お車でお越しの場合
山口銀行

長門郵便局

長門市役所
JA

島

海

青

至

至
青
海
島

仙崎駅

長門三隅駅

191
491

長門湯本駅

316

50音順

敬称略

ゆめ
マート

■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

タクシー送迎プラン
山口宇部空港

至
湯
本
温
泉

片道貸切

タクシー1台 (４名まで)
ジャンボタクシー１台(９名まで)

14,000円（税込）
21,000円（税込）

タクシー1台 (４名まで)
ジャンボタクシー１台(９名まで)

12,000円（税込）
16,000円（税込）

至萩

タクシー1台 (４名まで)
ジャンボタクシー１台(９名まで)

10,000円（税込）
14,000円（税込）

ルネッサながと

タクシー1台 (４名まで)
ジャンボタクシー１台(９名まで)

26,000円（税込）
34,000円（税込）

消防署 警察署

大津緑洋高
水産キャンパス

長門病院

191

㈱中原組
萩山口信用金庫
フジミツ㈱ 他

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

新山口駅

伊上駅

天野内科胃腸科医院
㈱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
長門豊川いなり奉賛会

道路
近松みすゞ

厚狭駅

山口地区（自宅より）

※無料駐車場350台

片道貸切
片道貸切

ルネッサながと

長門市駅

■中国道美祢東ICから
絵堂IC経由約30分

長門市駅

ルネッサながと協賛企業

劇場案内

交通アクセス

■新山口駅から約60分
■中国道美祢ICから約35分

萩本店 ☎0838-21-0020
小郡支店 ☎083-974-0055

●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。

■協賛依頼額

※イベントにより取扱所が異なります。

片道貸切（6時間以内）

※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。
お申込み・問い合わせ TEL：0837-22-3033（JTBトラベルサロンジョイ）
〔営業時間／10:00〜19:00〕
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