
岡山芸術創造劇場　　〒700-0822 岡山市北区表町3丁目11番50号
TEL 086-201-8000（代）　FAX 086-201-8004　https://okayama-pat.jp/お問合せ

新型コロナウイルス感染症対策に関して
当劇場では、ご来場の皆様に安心して公演
等をお楽しみいただけるよう、対策を徹底し
て開催いたします。感染症の拡大などの状
況により、内容の変更や公演の中止、または
延期を余儀なくされる場合もございますの
で、最新の情報を劇場HPやSNSにてご確認
ください。

公演にあたって
・やむを得ない事情により、公演内容・出
演者が変更になる場合がございます。
・クロークおよび託児サービスは行っており
ません。

ご希望の方には公演情報や先行発売などのお知ら
せをメールマガジンにてお送りいたします。
その他、ハレノワ・メンバーズを
対象としたプレゼントを企画中！！

https://okayama-pat.jp/member
詳しくはこちらから

※掲載内容は、2月15日時点の情報です。今後変更が生じる場合がございます。主 催 岡山市、公益財団法人岡山文化芸術創造 発行日：2023年3月1日

ハレノワ・メンバーズ
登録受付中！
登録・年会費無料！ Instagram Twitter 公式サイト

ハレノワの最新情報はこちら
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▲

 岡山芸術創造劇場ハレノワ
 開館特設サイト
 https://okayama-pat.jp/opening

▲

 岡山芸術創造劇場ハレノワ
 劇場公式サイト
 https://okayama-pat.jp/

▲

 岡山芸術創造劇場ボックスオフィス　TEL 086-201-2200
 受付時間／10：00～18：00
 定休日／12月28日～1月4日、日・祝（6月3日まで。6月4日より日・祝営業）

▲

 岡山シンフォニーホールチケットセンター　TEL 086-234-2010
 受付時間／10：00～18：30（4月1日より10：00～18：00）
 定休日／第2・4火曜日（火曜日が休日にあたる時は、その翌日）、12月28日～1月4日

窓口｜お電話

チケットのご予約・ご購入方法

ハレノワ_開業事業A4版8Pリーフレット／210mm×297mm

▲

イープラス　https://eplus.jp/ 

▲

チケットぴあ　https://t.pia.jp/

▲

ローソンチケット　https://l-tike.com/ 

▲

ぎんざやプレイガイド　TEL 086-222-3244
※公演によって取扱いが異なります。詳しくは各公演の情報をご確認ください。

その他プレイガイド

お客様用の駐車場はございません。公共交通機関等をご利用ください。

ご来場のお客さまへ
お願い

JR岡山駅からのアクセス【JR岡山駅より路面電車】
東 山 行▶「西大寺町」下車 徒歩約5分
清輝橋行▶「大雲寺前」下車 徒歩約5分
・ご来場にあたって  お客様用の駐車場はございません。公共交通機関をご利用ください。
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岡山に新たに誕生する「岡山芸術創造劇場 ハレノワ」は大・中・小
の劇場、アートサロンと11の大小の練習室をもち、地域とともに創
造する劇場です。2023年9月1日のこけら落とし公演を皮切りに、開
館事業として7か月間にわたり、様々な演目をお届けします。

岡山芸術創造劇場ハレノワ
いよいよグランドオープン！

料金▶S席  10,000円／ A席  8,000円／ B席  6,000円／ U24  3,000円／ U18  1,000円
指揮▶園田隆一郎　演出▶栗山民也　管弦楽▶岡山フィルハーモニック管弦楽団

9月1日（金）　18：30開演日時 大劇場会場

4月8日土チケット発売

愛と憎しみに苦しみぬいた先に待つものは……
ギリシア悲劇に基づく、王女メデアの壮絶な復讐劇。
指揮に、オペラ・交響曲の両分野で国際的に活躍する園田隆一郎、
演出に、演劇界の重鎮 栗山民也を迎え、岡フィルの演奏でお送りする日本初演作品。

こ
け
ら
落
と
し
公
演
は

日
本
初
演
作
品
！

伝
説
の
オ
ペ
ラ『
メ
デ
ア
』を

新
た
な
劇
場
で

指揮：園田隆一郎 演出：栗山民也 メデア：岡田昌子 ジャゾーネ：清水徹太郎
ⓒFabio Parenzan
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【お問合せ】松竹大歌舞伎 岡山公演事務局　TEL 086-237-0331

iメンバー募集の詳細は7月以降HPにてお知らせします。

料金▶全席自由  500円
i戯曲講座等開催予定。詳細は決まり次第HPにてお知らせします。
［後援］岡山県高等学校演劇協議会

演出▶菅原直樹　　潤色▶柴幸男、角ひろみ
出演▶県内の高校生

松竹大歌舞伎 岡山公演

9月20日水　2回公演（昼の部・夜の部）日時
大劇場会場

料金▶無料
i当日ダンサーとして出演する参加者を募集します。
　北村さんパート（parade）、北尾さんパート（born dance）
　両方参加も大歓迎！
　8月にワークショップを実施します。詳細はHPにてお知らせします。

100人ダンス
9月3日日　15：00～17：30予定日時
表町商店街内、千日前スクエア会場

i詳細は5月以降HPにてお知らせします。

Harenowa Bunch☀Harenowa Rocks!!
9月9日土・10日日日時

【お問合せ】RSK山陽放送 岡山市民ミュージカル事務局　TEL 086-225-7300

岡山市民ミュージカル RSK創立70周年記念 東和ハイシステムプレゼンツ
慈愛と恵み 石井十次物語

9月17日日・18日月・㊗ 大劇場会場日時

ハイスクール演劇公演

12月23日土・24日日日時 小劇場会場

岡山芸術創造劇場×OiBokkeShi×三重県文化会館
老いのプレーパーク 岡山・三重ツアー

2024年3月3日日　14：00開演日時
小劇場会場

GRAND OPENING LINEUP

北村成美 北尾亘
（Photo by Kenji Kagawa）

OiBokkeShi『エキストラの宴』（2022）
（撮影：hi foo farm）

「劇場へ行こう！」から劇場開館へ、ダンスでつなげる2年継続プロジェクトの集大成！
商店街を縦断し、千日前スクエアでのborn dance＝盆ダンスでおどりまくろう！

岡山孤児院の創設者・石井十次を描いた、命の尊さと人の愛、温もりを描く市民参加の創作ミュージカル！

江戸時代から続く日本の誇る伝統芸能を、ハレノワの大劇場で楽しめる本格歌舞伎公演

開館事業紹介

菅原直樹
（撮影：草加和輝）

角ひろみ柴幸男
（撮影：源賀津己）

i詳細は決まり次第HPにてお知らせします。

料金▶S席  5,000円／ A席  4,000円／ U24  2,500円／ U15  2,000円

料金▶全席指定　一般  3,500円／ U24  2,500円／ U18  1,000円

【お問合せ】燐光群　TEL 03-3426-6294

料金▶全席指定　一般  3,500円

料金▶S席  4,000円／ A席  3,000円／ U24  2,000円／ U18  1,500円

料金▶ SS席  23,000円／ S席  18,000円／ A席  16,000円／ B席  14,000円
 C席  12,000円／ D席    8,000円／ U24   5,000円／ U18   3,000円

i詳細は3月以降HPにてお知らせします。

田中美里

中村鴈治郎

i詳細は決まり次第HPにてお知らせします。

岡山初公演！歴史的な文脈を踏まえつつ、現代における歌舞伎演目の可能性を発信する

木ノ下歌舞伎『勧進帳』

10月14日土・15日日日時 小劇場会場

歌舞伎公演 10月22日日日時 大劇場会場

【お問合せ】劇団四季全国営業部　TEL 0570-008-110（9：30～18：00　土日祝休）

劇団四季ミュージカル『クレイジー・フォー・ユー』
10月1日日・2日月日時 大劇場会場

作・演出▶菅原直樹　　出演▶岡田忠雄　ほか

「老い」「ぼけ」「死」と向きあってきたOiBokkeShi、結成10年目の集大成

「老いと演劇」OiBokkeShi 開館特別公演
『レクリエーション葬（仮）』

9月30日土・10月1日日　両日14：00開演日時
小劇場会場

7月15日土予定チケット発売

国立劇場おきなわ特別公演「琉球舞踊と組踊」
2024年2月11日日日時 中劇場会場

料金▶観覧無料（申込多数の場合は抽選）　　i観覧者の応募方法は12月～1月頃にRNCホームページで発表します。
【お問合せ】RNC西日本放送岡山本社　TEL 086-244-0111

西日本放送開局70周年記念「笑点」公開録画
2024年2月17日土日時 大劇場会場

ミュージカル公演
【お問合せ】生田流箏道音楽院・砂崎知子琴音楽事務所　TEL 03-3726-7881

生田流箏道音楽院／ SO-DO Music Academy
箏曲の彩り ～新春を寿ぐ～
Koto（琴）スペシャルニューイヤーコンサート

2024年1月7日日日時 大劇場会場 10月14日土チケット発売

料金▶S席  5,000円／ A席  4,000円／ U24  3,000円／ U18  1,000円
i演出振付の金森穣氏によるアフタートークを予定。

Noism×鼓童「鬼」

2024年1月20日土日時 大劇場会場

日本舞踊家集団・弧の会『コノカイズム』
12月3日日　14：00開演日時 中劇場会場 8月26日土チケット発売

燐光群 『わが友、第五福竜丸（仮題）』

12月9日土・10日日日時 中劇場会場

バレエ公演（予定）
12月下旬日時 大劇場会場 東京バレエ団 子どものためのバレエ

『ドン・キホーテの夢』
2024年3月10日日　14：00開演日時
大劇場会場

名曲「歌に生き、愛に生き」をはじめ、珠玉の音楽が世界で愛される
プッチーニの名作オペラを、一流の歌手陣と指揮者で！

ボローニャ歌劇場 プッチーニ『トスカ』
11月10日金　18：30開演日時 大劇場会場 6月24日土チケット発売

10月14日土チケット発売

11月18日土チケット発売

11月18日土チケット発売

12月16日土チケット発売

日本の伝統音楽である邦楽の美しさや魅力を伝える大々的な祭典

第五福竜丸事件を通して戦争と平和、人間の未来を希求する、芸術性と社会性を両立した作品

国内外で活躍する劇作家、演出家とともに舞台を創り上げる！
高校生がワークショップで戯曲を創作し、その中から選ばれた作品をハレノワ小劇場で上演する

OiBokkeShi主宰の菅原直樹と岡山・三重の市民キャストでつくる
「老い」が楽しみになる演劇作品、2会場で上演！

人気演目をわかりやすい解説つきで1時間半に凝縮
4歳以上を対象としたバレエが初めての方でも楽しめる公演

穂の国とよはし芸術劇場PLATプロデュース 新作公演
11月26日日日時 中劇場会場 8月26日土チケット発売

鶴屋南北賞など近年数々の戯曲賞を受賞し注目を集める
PLAT芸術文化アドバイザーの桑原裕子による新作演劇公演

人気番組「笑点」が岡山にやってきます！！

ユネスコの世界無形文化遺産、国の重要無形文化財である沖縄の伝統芸能

22年全国で好評を博した公演が遂に岡山に登場！
伝統を現代に受け継ぐダンスと音のコラボレーション

個性あふれる12人の男性日本舞踊家による、新しい日本舞踊公演

観るだけで、幸せになれる。ミュージカル・コメディの決定版！

老いのプレーパーク
『あたらしい生活シアター』（2021）
（撮影：松原 豊）

東京バレエ団
『ドン・キホーテの夢』（2022）
（photo Koujiro Yoshikawa）

弧の会『若獅子』

ボローニャ歌劇場『トスカ』（2022）
ⓒAndrea-Ranzi

燐光群『藤原さんのドライブ』（2022）

Noism×鼓童『鬼』（2022）
撮影：Isamu Murai

国立劇場おきなわ　組踊『執心鐘入』（2021）

『邦楽の祭典 in 岡山』（2016）

市民公募プログラム
地域の文化芸術団体が主体的に企画する公演に対し、劇場を提供する支援事業です。

ト
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【お問合せ】月下舞踏会 M　TEL 090-1210-5111

舞踏コラボ公演『未来の花』
7月15日土　18：00開演／ 16日日　16：00開演日時 小劇場会場

【お問合せ】囃子桜友会　TEL 090-7131-5181

囃子桜友会 ＜望月太津友45年の歩み＞
7月23日日日時 中劇場会場

【お問合せ】くるみダンスファクトリー　TEL 086-230-7465

くるみダンスファクトリー第33回岡山定期公演～創立40周年記念公演～
7月30日日日時 大劇場会場

開
館
事
業

【お問合せ】特定非営利活動法人アートファーム　TEL 086-233-5175

「わが町」プロデュース公演
11月17日金 19：00開演／ 18日土 15：00・19：00開演／ 19日 日 14：00開演日時
小劇場会場

【お問合せ】岡山バッハカンタータ協会　TEL 090-1682-0468

岡山バッハカンタータ協会 開館記念演奏会
12月17日日　14：00開演日時 中劇場会場

菅原直樹
（撮影：草加和輝）

木ノ下歌舞伎『勧進帳』（2016）
撮影：井上嘉和

提供：KYOTO EXPERIMENT事務局

i公演をより楽しむためにワークショップも開催予定。
　詳細は決まり次第HPにてお知らせします。

※写真はイメージです

3月予定日時

演出・振付・出演▶北村成美、北尾亘

出演▶ひのあらた、市民（オーディション）、RSKアナウンサー　ほか

出演▶中村鴈治郎（成駒家）　ほか

監修・補綴▶木ノ下裕一　　演出・美術▶杉原邦生［KUNIO］

作・演出▶桑原裕子（KAKUTA）　　出演▶田中美里　ほか

作・演出▶坂手洋二　　出演▶円城寺あや、南谷朝子、鴨川てんし、猪熊恒和　ほか

演出振付▶金森穣

構成・演出▶菅原直樹　　出演▶公募岡山メンバー・三重メンバー
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【お問合せ】松竹大歌舞伎 岡山公演事務局　TEL 086-237-0331

iメンバー募集の詳細は7月以降HPにてお知らせします。

料金▶全席自由  500円
i戯曲講座等開催予定。詳細は決まり次第HPにてお知らせします。
［後援］岡山県高等学校演劇協議会

演出▶菅原直樹　　潤色▶柴幸男、角ひろみ
出演▶県内の高校生

松竹大歌舞伎 岡山公演

9月20日水　2回公演（昼の部・夜の部）日時
大劇場会場

料金▶無料
i当日ダンサーとして出演する参加者を募集します。
　北村さんパート（parade）、北尾さんパート（born dance）
　両方参加も大歓迎！
　8月にワークショップを実施します。詳細はHPにてお知らせします。

100人ダンス
9月3日日　15：00～17：30予定日時
表町商店街内、千日前スクエア会場

i詳細は5月以降HPにてお知らせします。

Harenowa Bunch☀Harenowa Rocks!!
9月9日土・10日日日時

【お問合せ】RSK山陽放送 岡山市民ミュージカル事務局　TEL 086-225-7300

岡山市民ミュージカル RSK創立70周年記念 東和ハイシステムプレゼンツ
慈愛と恵み 石井十次物語

9月17日日・18日月・㊗ 大劇場会場日時

ハイスクール演劇公演

12月23日土・24日日日時 小劇場会場

岡山芸術創造劇場×OiBokkeShi×三重県文化会館
老いのプレーパーク 岡山・三重ツアー

2024年3月3日日　14：00開演日時
小劇場会場

GRAND OPENING LINEUP

北村成美 北尾亘
（Photo by Kenji Kagawa）

OiBokkeShi『エキストラの宴』（2022）
（撮影：hi foo farm）

「劇場へ行こう！」から劇場開館へ、ダンスでつなげる2年継続プロジェクトの集大成！
商店街を縦断し、千日前スクエアでのborn dance＝盆ダンスでおどりまくろう！

岡山孤児院の創設者・石井十次を描いた、命の尊さと人の愛、温もりを描く市民参加の創作ミュージカル！

江戸時代から続く日本の誇る伝統芸能を、ハレノワの大劇場で楽しめる本格歌舞伎公演

開館事業紹介

菅原直樹
（撮影：草加和輝）

角ひろみ柴幸男
（撮影：源賀津己）

i詳細は決まり次第HPにてお知らせします。

料金▶S席  5,000円／ A席  4,000円／ U24  2,500円／ U15  2,000円

料金▶全席指定　一般  3,500円／ U24  2,500円／ U18  1,000円

【お問合せ】燐光群　TEL 03-3426-6294

料金▶全席指定　一般  3,500円

料金▶S席  4,000円／ A席  3,000円／ U24  2,000円／ U18  1,500円

料金▶ SS席  23,000円／ S席  18,000円／ A席  16,000円／ B席  14,000円
 C席  12,000円／ D席    8,000円／ U24   5,000円／ U18   3,000円

i詳細は3月以降HPにてお知らせします。

田中美里

中村鴈治郎

i詳細は決まり次第HPにてお知らせします。

岡山初公演！歴史的な文脈を踏まえつつ、現代における歌舞伎演目の可能性を発信する

木ノ下歌舞伎『勧進帳』

10月14日土・15日日日時 小劇場会場

歌舞伎公演 10月22日日日時 大劇場会場

【お問合せ】劇団四季全国営業部　TEL 0570-008-110（9：30～18：00　土日祝休）

劇団四季ミュージカル『クレイジー・フォー・ユー』
10月1日日・2日月日時 大劇場会場

作・演出▶菅原直樹　　出演▶岡田忠雄　ほか

「老い」「ぼけ」「死」と向きあってきたOiBokkeShi、結成10年目の集大成

「老いと演劇」OiBokkeShi 開館特別公演
『レクリエーション葬（仮）』

9月30日土・10月1日日　両日14：00開演日時
小劇場会場

7月15日土予定チケット発売

国立劇場おきなわ特別公演「琉球舞踊と組踊」
2024年2月11日日日時 中劇場会場

料金▶観覧無料（申込多数の場合は抽選）　　i観覧者の応募方法は12月～1月頃にRNCホームページで発表します。
【お問合せ】RNC西日本放送岡山本社　TEL 086-244-0111

西日本放送開局70周年記念「笑点」公開録画
2024年2月17日土日時 大劇場会場

ミュージカル公演
【お問合せ】生田流箏道音楽院・砂崎知子琴音楽事務所　TEL 03-3726-7881

生田流箏道音楽院／ SO-DO Music Academy
箏曲の彩り ～新春を寿ぐ～
Koto（琴）スペシャルニューイヤーコンサート

2024年1月7日日日時 大劇場会場 10月14日土チケット発売

料金▶S席  5,000円／ A席  4,000円／ U24  3,000円／ U18  1,000円
i演出振付の金森穣氏によるアフタートークを予定。

Noism×鼓童「鬼」

2024年1月20日土日時 大劇場会場

日本舞踊家集団・弧の会『コノカイズム』
12月3日日　14：00開演日時 中劇場会場 8月26日土チケット発売

燐光群 『わが友、第五福竜丸（仮題）』

12月9日土・10日日日時 中劇場会場

バレエ公演（予定）
12月下旬日時 大劇場会場 東京バレエ団 子どものためのバレエ

『ドン・キホーテの夢』
2024年3月10日日　14：00開演日時
大劇場会場

名曲「歌に生き、愛に生き」をはじめ、珠玉の音楽が世界で愛される
プッチーニの名作オペラを、一流の歌手陣と指揮者で！

ボローニャ歌劇場 プッチーニ『トスカ』
11月10日金　18：30開演日時 大劇場会場 6月24日土チケット発売

10月14日土チケット発売

11月18日土チケット発売

11月18日土チケット発売

12月16日土チケット発売

日本の伝統音楽である邦楽の美しさや魅力を伝える大々的な祭典

第五福竜丸事件を通して戦争と平和、人間の未来を希求する、芸術性と社会性を両立した作品

国内外で活躍する劇作家、演出家とともに舞台を創り上げる！
高校生がワークショップで戯曲を創作し、その中から選ばれた作品をハレノワ小劇場で上演する

OiBokkeShi主宰の菅原直樹と岡山・三重の市民キャストでつくる
「老い」が楽しみになる演劇作品、2会場で上演！

人気演目をわかりやすい解説つきで1時間半に凝縮
4歳以上を対象としたバレエが初めての方でも楽しめる公演

穂の国とよはし芸術劇場PLATプロデュース 新作公演
11月26日日日時 中劇場会場 8月26日土チケット発売

鶴屋南北賞など近年数々の戯曲賞を受賞し注目を集める
PLAT芸術文化アドバイザーの桑原裕子による新作演劇公演

人気番組「笑点」が岡山にやってきます！！

ユネスコの世界無形文化遺産、国の重要無形文化財である沖縄の伝統芸能

22年全国で好評を博した公演が遂に岡山に登場！
伝統を現代に受け継ぐダンスと音のコラボレーション

個性あふれる12人の男性日本舞踊家による、新しい日本舞踊公演

観るだけで、幸せになれる。ミュージカル・コメディの決定版！

老いのプレーパーク
『あたらしい生活シアター』（2021）
（撮影：松原 豊）

東京バレエ団
『ドン・キホーテの夢』（2022）
（photo Koujiro Yoshikawa）

弧の会『若獅子』

ボローニャ歌劇場『トスカ』（2022）
ⓒAndrea-Ranzi

燐光群『藤原さんのドライブ』（2022）

Noism×鼓童『鬼』（2022）
撮影：Isamu Murai

国立劇場おきなわ　組踊『執心鐘入』（2021）

『邦楽の祭典 in 岡山』（2016）

市民公募プログラム
地域の文化芸術団体が主体的に企画する公演に対し、劇場を提供する支援事業です。

ト
ラ
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ア
ル
事
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【お問合せ】月下舞踏会 M　TEL 090-1210-5111

舞踏コラボ公演『未来の花』
7月15日土　18：00開演／ 16日日　16：00開演日時 小劇場会場

【お問合せ】囃子桜友会　TEL 090-7131-5181

囃子桜友会 ＜望月太津友45年の歩み＞
7月23日日日時 中劇場会場

【お問合せ】くるみダンスファクトリー　TEL 086-230-7465

くるみダンスファクトリー第33回岡山定期公演～創立40周年記念公演～
7月30日日日時 大劇場会場

開
館
事
業

【お問合せ】特定非営利活動法人アートファーム　TEL 086-233-5175

「わが町」プロデュース公演
11月17日金 19：00開演／ 18日土 15：00・19：00開演／ 19日 日 14：00開演日時
小劇場会場

【お問合せ】岡山バッハカンタータ協会　TEL 090-1682-0468

岡山バッハカンタータ協会 開館記念演奏会
12月17日日　14：00開演日時 中劇場会場

菅原直樹
（撮影：草加和輝）

木ノ下歌舞伎『勧進帳』（2016）
撮影：井上嘉和

提供：KYOTO EXPERIMENT事務局

i公演をより楽しむためにワークショップも開催予定。
　詳細は決まり次第HPにてお知らせします。

※写真はイメージです

3月予定日時

演出・振付・出演▶北村成美、北尾亘

出演▶ひのあらた、市民（オーディション）、RSKアナウンサー　ほか

出演▶中村鴈治郎（成駒家）　ほか

監修・補綴▶木ノ下裕一　　演出・美術▶杉原邦生［KUNIO］

作・演出▶桑原裕子（KAKUTA）　　出演▶田中美里　ほか

作・演出▶坂手洋二　　出演▶円城寺あや、南谷朝子、鴨川てんし、猪熊恒和　ほか

演出振付▶金森穣

構成・演出▶菅原直樹　　出演▶公募岡山メンバー・三重メンバー



岡山芸術創造劇場　　〒700-0822 岡山市北区表町3丁目11番50号
TEL 086-201-8000（代）　FAX 086-201-8004　https://okayama-pat.jp/お問合せ

新型コロナウイルス感染症対策に関して
当劇場では、ご来場の皆様に安心して公演
等をお楽しみいただけるよう、対策を徹底し
て開催いたします。感染症の拡大などの状
況により、内容の変更や公演の中止、または
延期を余儀なくされる場合もございますの
で、最新の情報を劇場HPやSNSにてご確認
ください。

公演にあたって
・やむを得ない事情により、公演内容・出
演者が変更になる場合がございます。

・クロークおよび託児サービスは行っており
ません。

ご希望の方には公演情報や先行発売などのお知ら
せをメールマガジンにてお送りいたします。
その他、ハレノワ・メンバーズを
対象としたプレゼントを企画中！！

https://okayama-pat.jp/member
詳しくはこちらから

※掲載内容は、2月15日時点の情報です。今後変更が生じる場合がございます。主催 岡山市、公益財団法人岡山文化芸術創造 発行日：2023年3月1日

ハレノワ・メンバーズ
登録受付中！
登録・年会費無料！ Instagram Twitter 公式サイト

ハレノワの最新情報はこちら

いち早くチケットを
購入できる
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［24時間受付］

▲

 岡山芸術創造劇場ハレノワ
 開館特設サイト
 https://okayama-pat.jp/opening

▲

 岡山芸術創造劇場ハレノワ
 劇場公式サイト
 https://okayama-pat.jp/

▲

 岡山芸術創造劇場ボックスオフィス　TEL 086-201-2200
 受付時間／10：00～18：00
 定休日／12月28日～1月4日、日・祝（6月3日まで。6月4日より日・祝営業）

▲

 岡山シンフォニーホールチケットセンター　TEL 086-234-2010
 受付時間／10：00～18：30（4月1日より10：00～18：00）
 定休日／第2・4火曜日（火曜日が休日にあたる時は、その翌日）、12月28日～1月4日

窓口｜お電話

チケットのご予約・ご購入方法

ハレノワ_開業事業A4版8Pリーフレット／210mm×297mm

▲

イープラス　https://eplus.jp/ 

▲

チケットぴあ　https://t.pia.jp/

▲

ローソンチケット　https://l-tike.com/ 

▲

ぎんざやプレイガイド　TEL 086-222-3244
※公演によって取扱いが異なります。詳しくは各公演の情報をご確認ください。

その他プレイガイド

お客様用の駐車場はございません。公共交通機関等をご利用ください。

ご来場のお客さまへ
お願い

JR岡山駅からのアクセス【JR岡山駅より路面電車】
東 山 行▶「西大寺町」下車 徒歩約5分
清輝橋行▶「大雲寺前」下車 徒歩約5分
・ご来場にあたって  お客様用の駐車場はございません。公共交通機関をご利用ください。
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