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※0570か ら始まる番号は一部携帯

PHS全 機種 ‐CATV接 続電話

IP電 話からはと利用いただけません。

鋼名

主催 企画・制作】スペースクラフトプロデュ=ス ノキョードー東京 [後 援】SMEレ コーズ
【

X0570か

ら始まる番 号は一部携帯・PHS全 機種

CATV接 続電話

開場:17:15 関演 :18:00 1料 金】全席指定 ¥6.300(税 込)※ 未献学児重入場不可 I一 般発売日12011年 2月 26日 (■ )10100〜
お問い合わせ】北日本新聞社 事業部 076445‐ 3355(9:00〜 17:00)
【
Iプ レイガイド
】
◆チケットぴあ:0570‐ 02‐ 9999(Pコ ード:127‐ 821) ◆ローソンチケット:0570‐ 084‐ 005(Lコ ード:56891)
:http:〃
ープラ
:076‐
ス
eplus,p
ーツナビ
432‐
3111
◆イ
◆ア
◆北日本新間社本社1階 プレイガイド:076‐ 445‑3360
◆ウエプン:http:〃 webun,p/ShOpping/dcket ◆オレンジ・ヴォイス・ファクトリー1076‐ 41卜 6121 http:〃 www oravo net
※0570か ら始 まる番号は一部携帯
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PHS全 機種 CATV接 続電話

IP電 話からはこ利用いkだ けません。

催〕北日本新間社 I企 画 制作】スペ=ス クラフト
プロデュ■ス/キ ョードー東京 I共 催】北日本放送 〔
後援】富山県 富山県文化振興財団/SMEレ コーズ

01

開場 :18:30 開演 :19:00 【
一般発売日】2011年 2月 26日 (土 )10:00〜
料 金】全席指定 ¥6,300(税 込)※ 未就学児童入場不可 【
ヽ
お間し
【
合わせ】サンデ=フ ォークプロモーション 052‐ 320‑9100(10:00〜 18:00)HP:http:〃 wwttsundayfolk oom
′
プレイガイド】
【
◆千ANKltheWEB(PC・ 携帯):http:〃 WWw sundayfolk com ◆ダイレクトセンター:052‐ 320‐ 9000
◆チケットびあ:0570‐ 02‑9999(Pコ ード:12t3‑207) ◆ローソンチケット:0570‐ 084‑004(Lコ ード:47875)
主催】サンデフ ォークプロモーション
【
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開場 :16:30 開演 :17:00 1料 金】全席指定 ¥6.300(税 込)※ 未就学児童入場不可 I一 般発売日】2011年 2月 26日 (土 )10:OO〜
お間い合わせ】キョードーインフォメーション 067732‐ 8888(10:00〜 19:00)HP:http:〃 www kyodO‐ osaka cojp
〔
プレイガイド】
【
◆電子チケットぴあ:0570‐ 02‑9999(Pコ ード:125760) ◆イープラス:http:〃 epttsJp
◆ローソンチケット:0570‐ 084‐ 005(Lコ ード:53452) ◆CNフ レイガイト:0570‐ 08‑9999

X0570か

IP電 話から1よ こ利 用いただけません。

主催・企画・制作】スペースクラフトプロデュ=ス /キ ョードー東京
【

一般発売日】2011年 2月 26日 (土 )10:00ヽ
開場 :18』 5 関演 :19:00 【
料 金】全席指定 ¥6.300(税 込)※ 未試学児童入場不可 【
お問い合わせ】キョードー東京 0570‐ 064708(10:00〜 18:00)HP:http:〃 www kyOdotokyo com
【
プレイガイド】
【
◆キョードー東京 :0570‐ 064708(オ ペレーター・10:00〜 18:00)◆ 電子チケットびあ:0570‐ 02‑9999(Pコ ード:126‐ 579)
◆イープラス:http:〃 eplus ip ◆ローソンチケット:0570‐ 084‑003(Lコ ード:76671)

後 援ISMEレ コーズ
【

ら始 まる番号は一部携帯

PHS全 機種 CATV接 続電話

IP電 話からはこ利用いただけません。

主催・企画・制作】スペースクラフトプロデュース/キ ョードー東京
【

後 援】SMEレ コーズ
【

Kalaana Pronle
梶浦由記プロデュースによる劇場版 『空の境界Jの 主題歌プロジェクトとしてスター トした「Kalanれ (ヵ ラフイナ )」 。
ious』 で鮮烈のデビューを飾 り、デ ビュー以来 3作 連続でシングルチ ャー トTop 10入 りの快挙を成し遂げる。
以後、 リリースする作品全 てがチャー トインし、最新作 の 2ndア ルバム『Red Moon』 1ま オリコンウィークリーチャー ト5位 を記録する。

2008年 1月 23日 『obi

また、今年 2月 、3月 に初のワンマンアジアツアーを台北、上海、香港で開催し、約 2,000人 を動員。
5月 、6月 には国内ツアーで約 6,000人 を即 日Sold Ouけ るなど、国内外で人気を博している。
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※トークして欲しい買間やテ…マ六募集 !!

溢れる歌声の歌姫。

Mail: ka alna@bayfm coJp
URL:http:〃 bayfm78 com/ka a￢ na/ndex htm

※廊据のメッセージやリクエス ト、晉錮内でやつて儀しいコーナー案六募集 !!

I Mail : kalaf na@dkkaraoke co jp // Fax :03‑3779‑4522
ハガキ :〒 144 8677 STAR d go「 Ka af naの 私たち計画広場J係
I URL :http:〃 www stardig o com/station400/d gipop̲tue2 html
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梶浦由記 ファミリー公式 ファンクラブ
「FictionJunctiOn cLU劇
〜 会員募集中 !!〜
■入会金 ¥500
■年会賢 ¥41000
日入会者には会員証の発行やライブチケットの先行予約など、数々の特典を用意していま魂

初 回生産 田定霞
SECL930〜 940(CDttDVD(

e情
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梶浦由記に見出される。
イ魅惑的な低音域な歌声の歌姫。
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デオクリップ))Yl,575(Tax in)

snow f』 ‖ng"(劇 場版 隆 の境殉 終章 カヴァーソンク)/'Magお

通常田
SECL941 Vl.223(Tax in)
o/w: snoW faWing"(酎 場版 曜 の境界」終章 カヴァーツング)/・ Ma9お

アニ ,1日 (TVア ニメ「開法少女まどか☆マギカJ猫 き下ろしジヤケツト
SECL042 Yl.300(TaX in,

く郵 便編管で の入会方 法 >
折り返し郵便振替払込書の付いた入会案内書をご返送しますので、返信先のご住所 お名前を詈き、
80円 切手を貼つた返信用封筒を下記の問い合わせ先まで封吾てお送りください。 ィ
くロー ツ ンか らの入金 方法 >
※日―ソンからのご入会には入会金/年 会費のほ力ヽこ申込手致料200円 かかります。
●ローツン店頭Lop画 ●ローチケ ドツトコムのWeb(h■ p://dke com/)
0日 ―チケ ドットコムのモバイルサイ ト
お 問合せ先 :株 式会社スペースクラフ トプロデュースS C CLUB「 日cton」 uncdon CLUB」 係
〒107‑0062東 京都港区南青山3‑1‑31 КBF南 青山ビル6F
Tel:03‑3796‑8720 (平 日11日 寺〜18日 寺) HP i http://― spacecraft co jp/句

SECL・ 901〜 902(CD+DV)Yl,575 1tax in)
通常日
SECL‐ 900(CD)平 1,221(tax in)
扁 執 事 II■ 《期 間 生 産 阻 定 四 》
SECL‐ 904(CD)Yl,300(taX in)

FictionJunctiOn cLUB

c/

