
 

 

 

 

 

 

上川隆也主演、『隠し砦の三悪人』の上演が決定いたしました。 

上川隆也オフィシャルファンクラブでは本公演のチケット先行抽選販売を実施いたします。 

別紙の申込要項、お申込の流れをよくお読みのうえ、ぜひこの機会をご利用下さい。 

 

※本案内書、申込要項、お申込の流れはチケットをお引取になるまで大切に保管して下さい。 

 

※2023年4月28日6:00時点で、会員の方が申込受付対象となります。 

(2023年4月28日～6月27日の間に有効期限を迎えるお客様は、更新手続中でもチケットの申込みを受け付けます。) 

※年会員更新方法につきましては、上川隆也オフィシャルファンクラブサイトをご参照下さい。 

※2023年4月28日6:00時点で、ご登録頂いている会員情報をもとにお申込下さい。 

(4月28日以降に御住所の変更手続きをされた場合、変更前の郵便番号で会員認証を行い【配送】以外の引取方法をご選択ください) 

※2023年4月28日6:01～5月1日15:00までに、本ファンクラブの入会・更新手続き（会費の入金を含む）が完了し、尚

且つ5月4日12:00までに新規・更新登録が完了した御客様は、受付期間のすべての間、先行抽選販売に御申込み

頂けます。また、2023年5月1日15:01～5月12日15:00までに、本ファンクラブの入会・更新手続き（会費の入金を

含む）が完了し、尚且つ5月15日18:00までに新規・更新登録が完了した御客様は、5月19日10:00～5月23日23:59

の期間のみ先行抽選販売にお申込頂けます。 

（4月28日6:01に御登録が完了した場合、本案内書の郵送サービスは行いません。本ファンクラブWEBサイトより案内書をダウンロ

ードして御申込下さい） 

※本先行抽選販売は先着順では御座いませんので、予め御了承ください。 

 

■公演概要 

公演名   ：『隠し砦の三悪人』 

原作    ：菊島隆三 小国英雄 橋本忍 黒澤明 『隠し砦の三悪人』 

上演脚本・演出 ：横内謙介 

出演    ：上川隆也 風間俊介 六角精児 小林由依（櫻坂 46) 宇梶剛士 ほか 

主催    ：『隠し砦の三悪人』製作委員会（東京公演）／新歌舞伎座（大阪公演） 

 

＜東京公演＞ 

公演期間：2023年 7月 28日（金）～8月 13日（日） 

会 場：明治座 

料 金：S席（1階席・2階席正面）11,000円、A席（2階席左右）8,800円、B席（3 階席正面）6,500円 

C席（3階席左右）5,000 円 

※ファンクラブ先行では S 席（1 階席・2 階席正面）11,000 円のみのお取り扱いとなります。 

公演に関するお問合せ先：03-3666-6666（明治座チケットセンター 10:00～17:00） 

 

※未就学児童の入場はできません。 

※車いすスペース（2 階席左右）での観劇をご希望のお客様は、チケットをご購入後、明治座チケットセンター（03-3666-

6666 10:00～17:00）へご連絡をお願いいたします。なお、付添の方もご観劇される場合はチケットをご用意ください。 

上川隆也オフィシャルファンクラブ 『隠し砦の三悪人』 

チケット先行抽選販売のご案内 



◎東京公演の諸注意 

①コロナ対応・基本注意事項 

※お申し込み前・ご来場前に、最新の「お客様へのお願い」を必ずご覧ください。 

 https://www.meijiza.co.jp/notification/ 

※チケットは紛失、盗難などいかなる場合でも再発行はできませんので充分にご注意ください。 

※ご購入成立後のキャンセル・変更、及び公演中止時以外の払い戻しは、ご事情の如何に関わらず一切お断りしておりま

す。予めご了承の上、お求めください。 

 

②転売に関するご注意 

営利目的によるチケットや座席番号の購入、譲渡・転売行為は固くお断りしております。 

・転売防止のため、チケットにはご購入者様の氏名が印字されます。 

・チケットは正規販売ルート（主催による販売サイト、または主催より正式に販売許可を得たプレイガイド）でのご購入

をお願いいたします。なお、正規ルート以外での売買・譲渡・転売が確認された当該チケットは無効とし、入場をお断

りさせていただく場合がございます。その際の一切の払戻しはございませんので、ご注意ください。 

 

 

＜大阪公演＞ 

公演期間：2023年 8月 24日（木）～8月 27日（日） 

会 場：新歌舞伎座 

料 金：S席（1階席・2階席）11,000円、A席（3階席）6,000 円 

※ファンクラブ先行では S 席（1 階席・2 階席）11,000 円のみのお取り扱いとなります。 

公演に関するお問合せ先：06-7730-2222（新歌舞伎座テレホン予約センター 10:00～16:00） 

 

※未就学児のご入場はお断りいたします。 

※車いすスペースは S 席（1・2 階）後方となります。車いすスペースでの観劇をご希望のお客様は、チケットをご購入後、

新歌舞伎座テレホン予約センター（10:00～16:00）へご連絡をお願いいたします。 

 

◎大阪公演の諸注意 

①コロナ対応・基本注意事項 

※新型コロナウイルス感染症にかかわる諸般の事情により掲載内容は大幅に変更となる場合がございます。 

▼ご購入・ご来場前に下記サイトを必ずご覧ください。 

https://www.shinkabukiza.co.jp/info/measures.html 

※チケットは紛失、盗難などいかなる場合でも再発行はできませんので充分にご注意ください。 

※ご購入成立後のキャンセル・変更、及び公演中止時以外の払い戻しはご事情の如何に関わらず一切お断りしております。

予めご了承の上、お求めください。 

 

②転売に関するご注意 

営利目的によるチケットや座席番号の購入、譲渡・転売行為は固くお断りしております。 

チケットは正規販売ルート（主催 による販売サイト、または主催より正式に販売許可を得たプレイガイド）でのご購入を

お願いいたします。なお、正規ルート以外での売買・譲渡・転売が確認された当該チケットは無効とし、入場をお断りさ

せていただく場合がございます。その際の一切の払戻しはございませんので、ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

受付期間 ※東京・大阪ともに同じ受付期間スケジュールとなります。 

2023 年 5 月 11 日（木）20：00～5 月 23 日（火）23：59 

 

 注意事項  ※お申込の前に必ずお読み下さい。 
 

① 会員番号／暗証番号 

今回ご入力して頂く会員番号及び暗証番号は下記の通りです。お間違えないよう、御確認下さい。 

【会員番号】ファンクラブ会員番号（頭に 0 を付けて 6 桁にしてください）の計 6 桁 

【暗証番号】ファンクラブ登録の郵便番号下 4 桁 

＜例＞  会員番号 1234 番    郵便番号 113-0021 ⇒ 【会員番号】001234  【暗証番号】0021 

 

② 申込・当選確認方法 

ウェブ（パソコン／スマートフォン）よりお申込下さい。  

※ 2023 年 4 月 28 日 6:00 時点で会員の方が申込受付対象となります。但し、2023 年 4 月 28 日～6 月 27 日の間に有効

期限を迎えるお客様は、更新手続中でもチケットの申込みを受付いたします。 

※ 2023年4月28日6:01～5月1日15:00までに、本ファンクラブの入会・更新手続き（会費の入金を含む）が完了し、尚

且つ5月4日12:00までに新規・更新登録が完了した御客様は、受付期間のすべての間、先行抽選販売に御申込み頂け

ます。また、2023年5月1日15:01～5月12日15:00までに、本ファンクラブの入会・更新手続き（会費の入金を含む）

が完了し、尚且つ5月15日18:00までに新規・更新登録が完了した御客様は、5月19日10:00～5月23日23:59の期間の

み先行抽選販売にお申込頂けます。 

※ 受付終了後、抽選を行い当選・落選を決定致します。必ず期間内にお申込と当落確認をしてください。 

※ お申込受付の開始直後、また終了直前は大変混み合います。お時間に余裕を持ってエントリーください。 

※ 毎週火曜・水曜 午前 2:30～午前 5:30 はシステムメンテナンスのため、受付休止となります。 

 

③ 申込枚数 

会員 1 名様につき各会場の全公演回について 1 公演回あたり最大 4 枚までお申込可能です。  

※ 複数公演が当選する場合がございますので、必ず観覧頂ける公演をお申込下さい。 

※ 同一公演を複数回に分けてお申込頂くことはできません。 

 

④ 座席 

  お申込は抽選制の為、申込多数の場合はお席をご用意できない場合も御座います。 

また御希望の座席位置や番号を確約するものでは御座いませんので、予め御了承ください。なお、座席番号のお問い合わせ 

や「オフィシャルファンクラブ先行で予約すると良い席になりますか？」というご質問にはお答え致しかねます。 

ご購入後のお座席の位置については、発券したチケット券面にて御確認頂きますよう、お願い申し上げます。 

 

⑤ 申込・当落確認・チケット代金の入金期間 

  申込・当落確認・チケット代金の入金期間は、必ずお守り下さい。理由の如何を問わず、期間外は無効となってしまいます

ので、御了承下さい。 

 

⑥ キャンセル 

  申込後のキャンセル・受付終了後の内容の変更や、（公演中止の場合を除き）チケット発券後の払い戻しはできませんので、

御了承下さい。必ず御観覧頂ける公演のみ、御応募下さい。 

 

⑦ チケットの再発行 

チケットを紛失・盗難された場合の再発行はできませんので、大切に保管して頂きますよう、お願い申し上げます。 

 

⑧ チケットの転売など 

購入されたチケットの転売、及び転売されたチケットの購入を、一切禁じさせて頂きます。これらが発覚した場合、オフィ

シャルファンクラブ退会、もしくは次回以降の先行予約販売等の対象から外させて頂く場合がございます。 

 

チケット先行抽選販売 申込要項 



 

 お問い合わせ  

 

<<お申込みの流れ・入力に関するお問い合わせ>> 

  お問い合わせ先：question@pia.co.jp (営業時間 10:00～18:00 土日祝除く)  

※メールの件名に“「隠し砦の三悪人」上川隆也ファンクラブ先行 チケット先行抽選販売 お問い合わせ”、本文に「ご

質問」「お名前」「お電話番号」を必ずご明記下さい  

※申込結果/抽選方法、座席位置、公演の未発表部分に関するお問い合わせはお答えできません。予めご了承下さい。 

 

<<配送を御選択されたお客様へ：チケット未着に関するお問い合わせ>>  

チケットは各会場の発券開始日以降、「ゆうメール」の簡易書留扱いにて、お申込時にご入力いただいた御住所

に送らせて頂きます。配達時に御不在の場合は、不在通知票が投函されますので御確認下さい。 

 

公演の 2 週間前になっても、チケット・不在通知票のご確認ができない場合は、下記までお問い合わせ下さい。 

 

チケットぴあメールセンター https://w.pia.jp/t/piamc-info/ 

 

※ ご連絡がないまま公演日を過ぎた場合、代金の返還は御受け致しませんので御了承下さい。 

※ チケットぴあメールセンターでは、チケット未着以外のお問い合わせには御答えできませんので、予めご了承下さい。 

 

 

 個人情報のお取り扱いに関して  
 

今回の先行抽選予約に際し、本ファンクラブに御登録頂いている御客様の個人情報を、ぴあ株式会社に提供させて

頂きます。 

また、今回の先行抽選販売に際し、御入力頂いた御客様の個人情報は、すべて興行主催者及び、ぴあ株式会社に帰

属いたします。 

利用に関しましては、上川隆也出演公演におけるチケット販売または、お客様の会場ご入場の際にかかわる事務作

業の円滑化のために利用をさせて頂き、特別の事情が無い限り上述の業務以外で御客様の承認なく第三者にその情

報を開示、提供することは一切ございません。 
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※パソコン又はスマートフォンからお申込頂けます。 

※お申込の際は、画面に表示される注意事項などを必ずご確認下さい。 

 

 STEP１  先行予約お申込   
 

受付期間：2023 年 5 月 11 日（木）20：00～5 月 23 日（火）23：59 

受付 URL： https://pia.jp/v/kt3a23ktfc/ 

※毎週火曜・水曜 午前 2:30～午前 5:30 はシステムメンテナンスのため、受付休止となります。 

 

上記期間内にエントリー受付 URL へアクセスしお申込下さい。パソコンまたはスマートフォンからお申込頂けます。 

 
※お申込の際に、会員番号、暗証番号による本人確認が必要となります。 

※こちらで登録されるメールアドレスに【STEP2】当落結果の発表の際に必要となります。必ずご連絡のつくメールアドレス

にてお申込下さい。 

※@pia.co.jp からのメールを受信できるよう、予め設定をお願いいたします。 

※ご選択頂けるお支払い方法及びチケットの引取方法は下記の通りです。 

※チケット代とは別途、配送をご選択されたお客様は配送手数料 770 円／1 公演、それ以外の引取方法をご選択されたお客様は

発券手数料としまして 550 円／1 枚を頂戴いたします。その他、お支払い方法によって決済手数料 220 円／1 公演がかかる場

合がございます。あらかじめご了承下さい。 

 

 

●お支払い方法          ●引取方法 
 

① クレジットカード決済       ①セブン-イレブン、ファミリーマート、配送 

 

② セブン-イレブン決済        ②セブン-イレブン 

 

③ ファミリーマート決済      ③ファミリーマート 

 

④ イーコンテクスト決済     ④配送 
 

 

 

 STEP２  当落結果の確認   

 

当落確認期間：2023年 5月 27日（土）18：00～ご入金期限（6月 3日[土]）まで 

当落結果確認 URL： https://pia.jp/v/kt3a23ktfc/ 
 

厳正なる抽選の上、上記 URL にて当落結果をお知らせいたします。お客様ご本人でアクセス頂き、 

「申込状況照会画面はこちら」より必ず当落結果をご確認下さい。 

なお、当落結果については、サポート情報としてメールにてもご連絡いたします。 

 
※お送りしたメールの再配信はできません。誤って削除することのないようご注意下さい。 

※@pia.co.jp からのメールを受信可能な状態に設定して下さい。  

※インターネットの途中経路の障害や、お客様のご利用されているメールサーバの問題などによる遅配・未配につきましては、

弊社はその責を一切負いません。 

※クレジットカード決済をご選択の方は、当選時の決済となります。 
 

 

 

 

 

 

 

ウェブ（パソコン／スマートフォン）からお申込ください 

チケット先行抽選販売 お申込の流れ 



 

 STEP３  チケット代金の入金/ 引取  ※当選された方のみ  

 

下記のご入金期間に、お申込み時に選択されたご入金方法にてお支払いください。 

 

◎ご入金期間（決済方法によって異なります） 

 

クレジットカード決済 

当選時に即時決済となります。当選後に入金のためのお手続きはございません。 

 

セブン-イレブン決済、ファミリーマート決済、イーコンテクスト決済 

2023 年 5 月 27 日（土）結果発表後～2023 年 6 月 3 日（土）23:59 

 
 

◎ご入金方法/引取方法 

会場ごとに引取可能となる発券・発送開始日が異なりますのでご注意ください。 

 

各会場の発券・発送開始日 

東京公演・・・ 2023 年 7 月 2 日（日）10:00～ 

大阪公演・・・ 2023 年 7 月 9 日（日）10:00～ 

 

＜クレジットカード決済をご選択された場合＞  

当選時に自動決済となります。 

上記、会場ごとの発券・発送開始日以後にお申込時にご選択された引取方法にてチケットをお引取り下さい。 

 

＜セブン-イレブン決済をご選択された場合＞ 

上記のご入金期間中にレジにて「払込票番号 13 桁」をお伝えいただきお支払いください。 

会場ごとの発券開始日以後にレジにて、お支払い時に発行される「引換票番号（13 桁）」をお伝えいただき、チケ

ットをご発券ください。 

※セブン-イレブンのサービス時間は 24 時間です。 

※お支払いは現金、nanaco（ポイントはつきません）、クレジットカード（VISA/MasterCard/JCB/American Express/Diners 

Club/DISCOVER/UnionPay 銀聯）となります。 

 

＜ファミリーマート決済をご選択された場合＞ 

上記ご入金期間中に店内設置の「マルチコピー機」の画面より 

「チケット」⇒「予約済みチケットの支払い・発券」⇒「番号入力へ」⇒払込票番号または引換票番号(13 桁)を

入力し、操作終了後にマルチコピー機から印刷される申込券をレジにお持ちのうえ、 代金をお支払いください。 

会場ごとの発券開始日以後に、ファミリーマート店内設置の「マルチコピー機」にて同様の操作をしていただき、

チケットをご発券ください。 
※毎週火・水 深夜 1:30～5:30 はシステムメンテナンスのためお支払いただけません。 

※お支払いは現金、T マネー、各種クレジットカード（VISA/MasterCard/JCB/AMERICAN EXPRESS/Diners Club/DISCOVER/UnionPay

銀聯/新韓）となります。 

 

＜イーコンテクスト決済をご選択された場合＞  

上記ご入金期間中に、お近くのコンビニ（ローソン、ファミリーマート他）や Pay-easy 取り扱い機関（銀行・郵

便局・インターネットバンクなど）でお支払い頂けます。 

※現金でのお支払いとなります。クレジットカードはご利用頂けませんので、ご注意下さい。 

 

 


