
公演日 9月17日 9月18日 9月19日 9月20日 9月21日 9月22日 9月23日 9月24日
曜日 木 金 土 日 月・祝 火・休 水・祝 木

開演時間 13:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
バルジャン 福井晶一 福井晶一 吉原光夫 ヤン・ジュンモ 福井晶一 ヤン・ジュンモ 吉原光夫
ジャベール 吉原光夫 岸　祐二 岸　祐二 岸　祐二 川口竜也 川口竜也 川口竜也
ファンテーヌ 知念里奈 里アンナ 里アンナ 里アンナ 知念里奈 知念里奈 知念里奈
エポニーヌ 昆　夏美 昆　夏美 綿引さやか 昆　夏美 綿引さやか 昆　夏美 昆　夏美
マリウス 田村良太 原田優一 田村良太 原田優一 原田優一 原田優一 原田優一
コゼット 磯貝レイナ 磯貝レイナ 清水彩花 清水彩花 磯貝レイナ 清水彩花 磯貝レイナ

テナルディエ 萬谷法英 萬谷法英 萬谷法英 萬谷法英 萬谷法英 萬谷法英 萬谷法英
マダム・テナルディエ 森公美子 浦嶋りんこ 森公美子 浦嶋りんこ 森公美子 森公美子 森公美子
アンジョルラス 上原理生 上原理生 上原理生 野島直人 野島直人 上原理生 上原理生
開演時間 18:15 17:00 17:00 17:00 17:00
バルジャン ヤン・ジュンモ ヤン・ジュンモ 福井晶一 吉原光夫 福井晶一
ジャベール 吉原光夫 川口竜也 川口竜也 岸　祐二 岸　祐二
ファンテーヌ 里アンナ 知念里奈 知念里奈 里アンナ 里アンナ
エポニーヌ 綿引さやか 綿引さやか 昆　夏美 昆　夏美 綿引さやか
マリウス 原田優一 田村良太 原田優一 田村良太 田村良太
コゼット 清水彩花 磯貝レイナ 清水彩花 磯貝レイナ 清水彩花

テナルディエ 萬谷法英 萬谷法英 萬谷法英 萬谷法英 萬谷法英
マダム・テナルディエ 浦嶋りんこ 森公美子 浦嶋りんこ 浦嶋りんこ 浦嶋りんこ
アンジョルラス 野島直人 野島直人 野島直人 上原理生 野島直人

公演日 9月17日 9月18日 9月19日 9月20日 9月21日 9月22日 9月23日 9月24日
曜日 木 金 土 日 月・祝 火・休 水・祝 木

開演時間 13:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
司教 中西勝之 中西勝之 中西勝之 中西勝之 中西勝之 中西勝之 中西勝之
工場長 石飛幸治 石飛幸治 石飛幸治 石飛幸治 石飛幸治 石飛幸治 石飛幸治
バマタボア 日浦眞矩 日浦眞矩 日浦眞矩 日浦眞矩 日浦眞矩 日浦眞矩 日浦眞矩
グランテール 丹宗立峰 丹宗立峰 丹宗立峰 丹宗立峰 丹宗立峰 丹宗立峰 丹宗立峰
フイイ 神田恭兵 神田恭兵 神田恭兵 神田恭兵 神田恭兵 神田恭兵 神田恭兵

コンブフェール 杉山有大 杉山有大 杉山有大 杉山有大 杉山有大 杉山有大 杉山有大
クールフェラック 鎌田誠樹 鎌田誠樹 鎌田誠樹 鎌田誠樹 鎌田誠樹 鎌田誠樹 鎌田誠樹

ジョリ 篠田裕介 篠田裕介 篠田裕介 篠田裕介 篠田裕介 篠田裕介 篠田裕介
プルベール 安部三博 安部三博 安部三博 安部三博 安部三博 安部三博 安部三博
レーグル 持木　悠 持木　悠 持木　悠 持木　悠 持木　悠 持木　悠 持木　悠
バベ 櫻井太郎 櫻井太郎 櫻井太郎 櫻井太郎 櫻井太郎 櫻井太郎 櫻井太郎

ブリジョン 森山大輔 森山大輔 森山大輔 森山大輔 森山大輔 森山大輔 森山大輔
クラクスー 土倉有貴 土倉有貴 土倉有貴 土倉有貴 土倉有貴 土倉有貴 土倉有貴
モンパルナス 大津裕哉 大津裕哉 大津裕哉 大津裕哉 大津裕哉 大津裕哉 大津裕哉

ファクトリーガール 池谷祐子 池谷祐子 池谷祐子 池谷祐子 池谷祐子 池谷祐子 池谷祐子
買入屋 般若愛実 般若愛実 般若愛実 般若愛実 般若愛実 般若愛実 般若愛実
かつら屋 柳本奈都子 柳本奈都子 柳本奈都子 柳本奈都子 柳本奈都子 柳本奈都子 柳本奈都子
マダム 本田育代 本田育代 本田育代 本田育代 本田育代 本田育代 本田育代

宿屋の女将（女7） 児玉奈々子 児玉奈々子 児玉奈々子 児玉奈々子 児玉奈々子 児玉奈々子 児玉奈々子
三色旗の女（女9） 王子菜摘子 王子菜摘子 王子菜摘子 王子菜摘子 王子菜摘子 王子菜摘子 王子菜摘子
病気の娼婦（女5） 石田佳名子 石田佳名子 石田佳名子 石田佳名子 石田佳名子 石田佳名子 石田佳名子

鳩（女8） 穂積由香 穂積由香 穂積由香 穂積由香 穂積由香 穂積由香 穂積由香
あばずれ（女6） 華花 華花 華花 華花 華花 華花 華花
若い娼婦（女10） 松本ほなみ 松本ほなみ 松本ほなみ 松本ほなみ 松本ほなみ 松本ほなみ 松本ほなみ

開演時間 18:15 17:00 17:00 17:00 17:00
司教 中西勝之 中西勝之 中西勝之 中西勝之 中西勝之
工場長 石飛幸治 石飛幸治 石飛幸治 石飛幸治 石飛幸治
バマタボア 日浦眞矩 日浦眞矩 日浦眞矩 日浦眞矩 日浦眞矩
グランテール 丹宗立峰 丹宗立峰 丹宗立峰 丹宗立峰 丹宗立峰
フイイ 神田恭兵 神田恭兵 神田恭兵 神田恭兵 神田恭兵

コンブフェール 杉山有大 杉山有大 杉山有大 杉山有大 杉山有大
クールフェラック 鎌田誠樹 鎌田誠樹 鎌田誠樹 鎌田誠樹 鎌田誠樹

ジョリ 篠田裕介 篠田裕介 篠田裕介 篠田裕介 篠田裕介
プルベール 安部三博 安部三博 安部三博 安部三博 安部三博
レーグル 持木　悠 持木　悠 持木　悠 持木　悠 持木　悠
バベ 櫻井太郎 櫻井太郎 櫻井太郎 櫻井太郎 櫻井太郎

ブリジョン 森山大輔 森山大輔 森山大輔 森山大輔 森山大輔
クラクスー 土倉有貴 土倉有貴 土倉有貴 土倉有貴 土倉有貴
モンパルナス 大津裕哉 大津裕哉 大津裕哉 大津裕哉 大津裕哉

ファクトリーガール 池谷祐子 池谷祐子 池谷祐子 池谷祐子 池谷祐子
買入屋 般若愛実 般若愛実 般若愛実 般若愛実 般若愛実
かつら屋 柳本奈都子 柳本奈都子 柳本奈都子 柳本奈都子 柳本奈都子
マダム 本田育代 本田育代 本田育代 本田育代 本田育代

宿屋の女将（女7） 児玉奈々子 児玉奈々子 児玉奈々子 児玉奈々子 児玉奈々子
三色旗の女（女9） 王子菜摘子 王子菜摘子 王子菜摘子 王子菜摘子 王子菜摘子
病気の娼婦（女5） 石田佳名子 石田佳名子 石田佳名子 石田佳名子 石田佳名子

鳩（女8） 穂積由香 穂積由香 穂積由香 穂積由香 穂積由香
あばずれ（女6） 華花 華花 華花 華花 華花
若い娼婦（女10） 松本ほなみ 松本ほなみ 松本ほなみ 松本ほなみ 松本ほなみ

※開場は開演の30分前。公演時間は休憩を含め約3時間を予定しております。

※出演者並びにスケジュールに変更があった場合には、何卒あしからずご了承くださいませ。出演者変更の場合でも他日への変更及び払い戻しはいたしかねます。
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