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株式会社アリスマティック
「Starry☆Sky on STAGE」 大好評につき追加公演決定‼
先行予約受付中!!

当社の連結子会社であります、株式会社アリスマティック（本社：東京都渋谷区、代表
取締役： 星昌宏、以下「アリスマティック」）は、６月８日に一般発売がスタートした、
株式会社アルテメイト（本社：東京都中央区、代表取締役社長：久保忠佳）の主催で上演
されます舞台化作品、『Starry☆Sky on STAGE』が大好評につき
とをお知らせします。
■追加公演概要
☆追加公演: ７月 11 日(木)14：00

Shiki END

追加加公演を決定したこ

■追加公演分

チケット申し込み情報

＜抽選先行＞６月 10 日(月)18：00～
★公式ＨＰ先行★※抽選
◎受付期間：2019/６/10(月) 18:00～2019/６/12(水) 23:59
◎当落結果発表日時：2019/６/14(金) 18:00
＜申し込みＵＲＬ＞https://w.pia.jp/s/ssos19of/
★原作サイト先行★※抽選
◎受付期間：2019/６/10(月) 18:00～2019/６/12(水) 23:59
◎当落結果発表日時：2019/６/14(金) 18:00
＜申し込みＵＲＬ＞https://w.pia.jp/s/ssos19org/
★チケットぴあ

いち早★※抽選

◎受付期間：2019/６/10(月) 18:00～2019/06/12(水) 23:59
◎当落結果発表日時：2019/６/14(金) 18:00
＜申し込みＵＲＬ＞

https://w.pia.jp/t/starrysky/

＜先着先行＞
６月 15 日(土) 12：00～チケットぴあ

プリセール

６月 17 日(月) 12：00～プレイガイド先行(e＋、ローソンチケット、カンフェティ)
＜一般販売＞
６月 22 日(土)10：00～
■『Starry☆Sky on STAGE』公演概要
・原作 ： honeybee 「Starry☆Sky」
・脚本 ： 錦織伊代（アイデアフラッド）
・演出 ： 松崎史也
・日程 ： 2019 年７月 10 日（水）～15 日（月）
・劇場 ： 品川プリンスホテル クラブ eX
・出演 ：
【Spring】七海哉太役:田中尚輝 / 土萌 羊役:糸川耀士郎 / 東月錫也役:國島直希
【Summer】宮地龍之介役:古谷大和 / 金久保誉役:越智友己 / 木ノ瀬梓役:橘りょう
【Autumn】水嶋郁役:丸山ナオ / 星月琥太郎役:青木一馬 / 陽日直獅役:輝山立
【Winter】青空颯斗役:高本学 / 天羽 翼役:桜庭大翔 / 不知火一樹役:杉江優篤
神楽坂四季役:榊原徹士 / 夜久月子役: 竹井未来望 / 白銀桜士郎役 : 阿瀬川健太
犬飼隆文役 : 佐藤和斗 / 小熊伸也役 : 瑞野史人 / 白鳥弥彦役 : 高橋淩

【ストーリー】
『君に会いに飛んで来たんだ。相変わらず可愛いね。』
今日は年に一度の七夕。
去年の春、３ヶ月だけ星月学園にいた土萌羊がアメリカから夜久月子に会いに戻ってきた。
学園に揃った 13 人が月子を喜ばすためにある計画を考えていた。
～七夕の日、ベガが放つ『織姫の微笑み』と呼ばれる特別な光を浴びた願いは必ず叶う～
そんな話をしながら色とりどりの短冊とペンに願い事を書き、天羽翼の発明したロケット
に短冊を入れた月子とみんな。
空の上まで直接願いを届けに行け！！と、ベガを目がけて発射した次の瞬間、空で爆発が
起こり時空が歪み、ブラックホールに吸い込まれるように闇に包まれていく。
そして……ベガが……消えた……？
散り散りになった 13 人が再び目を覚ました世界は、月子がいない世界だった。

・チケット料金 : 全席指 9,800 円 税込み(非売品特典付き)
2019 年

７/10（水） ７/11(木)

７/12(金)

７/13(土)

７/14(日)

７/15(月)

四季⑤

夏②

冬④

春①

秋③

シークレット⑥

13:00

※四季

14:00

秋③

18:00
19:00

春①

夏②

冬④

※上演時間は２時間 10 分～２時間 20 分予定
※今回の物語は、エンディング５パターンを回替わり上演いたします。
※千秋楽はシークレットエンディングとなります。
※７月 11 日(木)14:00 公演が追加になりました。
① Spring END

②

Summer END

⑤ Shiki END

⑥

Secret END

③ Autumn END

④

Winter END

■その他のチケット発売スケジュール
＜各プレイガイド＞
チケットぴあ
【受付 URL】https://w.pia.jp/t/starrysky/

(PC・MB 共通)

【電話受付】0570-02-9999(P コード：494-279)
【店頭受付】チケットぴあ店舗/セブン-イレブン
イープラス
【受付 URL】https://eplus.jp/staska_stage/
【店舗受付】ファミリーマート店頭
ローソンチケット
【受付 URL】https://l-tike.com/starry-sky/
【電話受付】0570-084-003(L コード：34029）
0570-000-407（オペレーター対応）
【店舗受付】ローソン店頭/ミニストップ店頭（店内 Loppi）
Confetti（カンフェティ）
【受付 URL】 http://confetti-web.com/starrysky
【受付 URL】 0120-240-540＊通話料無料・オペレーター対応
（受付時間 平日 10：00～18：00）
・注意事項：未就学児童入場不可
車椅子でご来場されるお客様は、必ず公演前日までに
チケットぴあインフォメーション（0570-02-9111（受付時間 10：00～18：00））まで
ご連絡下さい。
・公演に関する問合せ先：株式会社アルテメイト
TEL：03-6278-8176
・チケットに関する問合せ先：チケットぴあインフォメーション
TEL：0570-02-9111（10:00～18:00）
・主催 : 『Starry☆Sky on STAGE』製作委員会(アルテメイト/ムービック/ぴあ)
・公式ホームページ : http://staste.net
・公式 Twitter : @staska_stage
・権利表記 ： Ⓒarithmetic / Ⓒ『Starry☆Sky on STAGE』製作委員会

＜メディア関係のお問い合わせ先＞
株式会社アルテメイト
TEL 03-6278-8176

MAIL：contact@arutemate.jp

＜『Starry☆Sky』に関するお問い合わせ先＞
株式会社アリスマティック
MAIL：press@arith-metic.jp
＜IR に関するお問い合わせ先＞
株式会社アエリア
MAIL：ir@aeria.jp

IR 担当チーム

