
Moulin Rouge! The Musical
帝国劇場　『ムーラン・ルージュ！ザ・ミュージカル』

キャストスケジュール
（2023.2.24 現在）

＊出演者並びにスケジュールに変更がありました場合には何卒あしからずご了承下さいませ。

出演者変更の場合でも他日への変更、払い戻しは致しかねます。

★はプレビュー公演

 サティーン クリスチャン ジドラー ロートレック デューク サンティアゴ ニニ

6月24日(土)18:00 ★ 望海風斗 井上芳雄 橋本さとし 上川一哉 伊礼彼方 中井智彦 藤森蓮華

6月25日(日)休演日 - - - - - - -

6月26日(月)18:00 ★ 平原綾香 甲斐翔真 松村雄基 上野哲也 K 中河内雅貴 加賀楓

6月27日(火)18:00 ★ 望海風斗 井上芳雄 橋本さとし 上川一哉 伊礼彼方 中井智彦 藤森蓮華

6月28日(水)13:00 ★ 望海風斗 井上芳雄 橋本さとし 上川一哉 伊礼彼方 中井智彦 藤森蓮華

6月28日(水)18:00 ★ 平原綾香 甲斐翔真 松村雄基 上野哲也 K 中河内雅貴 加賀楓

6月29日(木)18:00 望海風斗 井上芳雄 橋本さとし 上川一哉 伊礼彼方 中井智彦 藤森蓮華

6月30日(金)13:00 平原綾香 甲斐翔真 松村雄基 上野哲也 K 中河内雅貴 加賀楓

7月1日(土)13:00 平原綾香 井上芳雄 橋本さとし 上野哲也 K 中井智彦 加賀楓

7月1日(土)18:00 望海風斗 甲斐翔真 松村雄基 上川一哉 伊礼彼方 中河内雅貴 藤森蓮華

7月2日(日)13:00 望海風斗 甲斐翔真 松村雄基 上野哲也 伊礼彼方 中河内雅貴 藤森蓮華

7月3日(月)休演日 - - - - - - -

7月4日(火)13:00 平原綾香 井上芳雄 橋本さとし 上野哲也 伊礼彼方 中河内雅貴 藤森蓮華

7月5日(水)13:00 望海風斗 甲斐翔真 松村雄基 上川一哉 K 中井智彦 加賀楓

7月6日(木)13:00‧貸切 平原綾香 井上芳雄 松村雄基 上川一哉 K 中河内雅貴 加賀楓

7月6日(木)18:00‧貸切 望海風斗 井上芳雄 橋本さとし 上野哲也 伊礼彼方 中井智彦 加賀楓

7月7日(金)13:00 平原綾香 甲斐翔真 橋本さとし 上野哲也 伊礼彼方 中河内雅貴 藤森蓮華

7月8日(土)13:00‧貸切 平原綾香 井上芳雄 松村雄基 上川一哉 K 中井智彦 加賀楓

7月8日(土)18:00‧貸切 望海風斗 甲斐翔真 橋本さとし 上野哲也 伊礼彼方 中河内雅貴 藤森蓮華

7月9日(日)13:00 望海風斗 井上芳雄 松村雄基 上川一哉 K 中井智彦 藤森蓮華

7月10日(月)休演日 - - - - - - -

7月11日(火)13:00 平原綾香 甲斐翔真 橋本さとし 上野哲也 伊礼彼方 中河内雅貴 藤森蓮華

7月11日(火)18:00 望海風斗 井上芳雄 松村雄基 上川一哉 K 中井智彦 加賀楓

7月12日(水)13:00 平原綾香 井上芳雄 橋本さとし 上野哲也 伊礼彼方 中河内雅貴 藤森蓮華

7月13日(木)13:00 望海風斗 甲斐翔真 松村雄基 上野哲也 K 中井智彦 藤森蓮華

7月13日(木)18:00 平原綾香 井上芳雄 橋本さとし 上川一哉 伊礼彼方 中河内雅貴 加賀楓

7月14日(金)13:00 平原綾香 井上芳雄 松村雄基 上川一哉 K 中井智彦 加賀楓

7月15日(土)13:00‧貸切 平原綾香 井上芳雄 松村雄基 上川一哉 伊礼彼方 中河内雅貴 加賀楓

7月15日(土)18:00 望海風斗 甲斐翔真 橋本さとし 上野哲也 K 中井智彦 藤森蓮華

7月16日(日)13:00 望海風斗 井上芳雄 橋本さとし 上野哲也 K 中河内雅貴 加賀楓

7月17日(月)休演日 - - - - - - -

7月18日(火)13:00 平原綾香 井上芳雄 松村雄基 上野哲也 伊礼彼方 中井智彦 藤森蓮華



7月18日(火)18:00 平原綾香 井上芳雄 橋本さとし 上川一哉 K 中河内雅貴 加賀楓

7月19日(水)13:00‧貸切 望海風斗 井上芳雄 橋本さとし 上野哲也 K 中河内雅貴 加賀楓

7月20日(木)13:00 望海風斗 井上芳雄 橋本さとし 上川一哉 K 中井智彦 加賀楓

7月20日(木)18:00 平原綾香 甲斐翔真 松村雄基 上野哲也 伊礼彼方 中河内雅貴 藤森蓮華

7月21日(金)13:00 望海風斗 井上芳雄 松村雄基 上川一哉 K 中井智彦 藤森蓮華

7月22日(土)13:00 望海風斗 井上芳雄 橋本さとし 上川一哉 伊礼彼方 中河内雅貴 加賀楓

7月22日(土)18:00 平原綾香 甲斐翔真 松村雄基 上野哲也 K 中井智彦 藤森蓮華

7月23日(日)13:00 平原綾香 甲斐翔真 松村雄基 上野哲也 K 中河内雅貴 加賀楓

7月24日(月)休演日 - - - - - - -

7月25日(火)13:00 望海風斗 甲斐翔真 松村雄基 上川一哉 伊礼彼方 中井智彦 藤森蓮華

7月25日(火)18:00 望海風斗 甲斐翔真 橋本さとし 上野哲也 K 中河内雅貴 加賀楓

7月26日(水)13:00 平原綾香 井上芳雄 松村雄基 上川一哉 伊礼彼方 中井智彦 加賀楓

7月27日(木)13:00‧貸切 望海風斗 甲斐翔真 松村雄基 上野哲也 K 中河内雅貴 藤森蓮華

7月27日(木)18:00‧貸切 平原綾香 井上芳雄 橋本さとし 上川一哉 伊礼彼方 中井智彦 加賀楓

7月28日(金)13:00 平原綾香 井上芳雄 橋本さとし 上野哲也 K 中井智彦 加賀楓

7月29日(土)13:00 平原綾香 井上芳雄 橋本さとし 上川一哉 K 中河内雅貴 加賀楓

7月29日(土)18:00‧貸切 望海風斗 甲斐翔真 松村雄基 上野哲也 伊礼彼方 中井智彦 藤森蓮華

7月30日(日)13:00 平原綾香 甲斐翔真 松村雄基 上川一哉 伊礼彼方 中河内雅貴 藤森蓮華

7月31日(月)休演日 - - - - - - -

8月1日(火)13:00 望海風斗 甲斐翔真 橋本さとし 上川一哉 伊礼彼方 中井智彦 加賀楓

8月1日(火)18:00 平原綾香 井上芳雄 松村雄基 上野哲也 K 中河内雅貴 藤森蓮華

8月2日(水)13:00 望海風斗 甲斐翔真 松村雄基 上川一哉 K 中河内雅貴 藤森蓮華

8月3日(木)13:00 望海風斗 井上芳雄 松村雄基 上野哲也 K 中井智彦 藤森蓮華

8月3日(木)18:00 平原綾香 甲斐翔真 橋本さとし 上川一哉 伊礼彼方 中河内雅貴 加賀楓

8月4日(金)13:00 望海風斗 甲斐翔真 松村雄基 上川一哉 伊礼彼方 中河内雅貴 加賀楓

8月5日(土)13:00 平原綾香 甲斐翔真 橋本さとし 上野哲也 伊礼彼方 中河内雅貴 加賀楓

8月5日(土)18:00‧貸切 望海風斗 井上芳雄 松村雄基 上川一哉 K 中井智彦 藤森蓮華

8月6日(日)13:00 平原綾香 井上芳雄 橋本さとし 上野哲也 K 中井智彦 藤森蓮華

8月7日(月)休演日 - - - - - - -

8月8日(火)13:00 平原綾香 甲斐翔真 松村雄基 上野哲也 伊礼彼方 中河内雅貴 藤森蓮華

8月8日(火)18:00 平原綾香 井上芳雄 橋本さとし 上川一哉 K 中井智彦 加賀楓

8月9日(水)13:00 望海風斗 井上芳雄 松村雄基 上野哲也 K 中井智彦 加賀楓

8月10日(木)13:00‧貸切 平原綾香 井上芳雄 橋本さとし 上川一哉 伊礼彼方 中河内雅貴 藤森蓮華

8月10日(木)18:00 望海風斗 甲斐翔真 松村雄基 上野哲也 K 中井智彦 加賀楓

8月11日(金)13:00 平原綾香 甲斐翔真 橋本さとし 上野哲也 伊礼彼方 中井智彦 加賀楓

8月12日(土)13:00 望海風斗 甲斐翔真 松村雄基 上川一哉 K 中井智彦 加賀楓

8月12日(土)18:00 平原綾香 井上芳雄 橋本さとし 上野哲也 伊礼彼方 中河内雅貴 藤森蓮華

8月13日(日)13:00 望海風斗 甲斐翔真 橋本さとし 上川一哉 伊礼彼方 中河内雅貴 藤森蓮華

8月14日(月)休演日 - - - - - - -

8月15日(火)13:00 望海風斗 井上芳雄 松村雄基 上野哲也 K 中井智彦 加賀楓

8月15日(火)18:00 平原綾香 井上芳雄 橋本さとし 上川一哉 伊礼彼方 中河内雅貴 藤森蓮華

8月16日(水)13:00 望海風斗 甲斐翔真 橋本さとし 上川一哉 K 中河内雅貴 藤森蓮華



8月17日(木)13:00 平原綾香 甲斐翔真 橋本さとし 上川一哉 伊礼彼方 中河内雅貴 加賀楓

8月17日(木)18:00‧貸切 望海風斗 井上芳雄 松村雄基 上野哲也 K 中井智彦 藤森蓮華

8月18日(金)13:00 望海風斗 甲斐翔真 松村雄基 上川一哉 伊礼彼方 中河内雅貴 加賀楓

8月19日(土)13:00 望海風斗 井上芳雄 橋本さとし 上野哲也 伊礼彼方 中井智彦 藤森蓮華

8月19日(土)18:00 平原綾香 甲斐翔真 松村雄基 上川一哉 K 中河内雅貴 加賀楓

8月20日(日)13:00‧貸切 平原綾香 甲斐翔真 松村雄基 上野哲也 K 中井智彦 藤森蓮華

8月21日(月)休演日 - - - - - - -

8月22日(火)13:00 平原綾香 甲斐翔真 橋本さとし 上川一哉 K 中河内雅貴 加賀楓

8月22日(火)18:00 平原綾香 井上芳雄 松村雄基 上野哲也 伊礼彼方 中井智彦 藤森蓮華

8月23日(水)13:00 望海風斗 甲斐翔真 松村雄基 上野哲也 伊礼彼方 中河内雅貴 加賀楓

8月24日(木)13:00 望海風斗 井上芳雄 松村雄基 上野哲也 K 中井智彦 藤森蓮華

8月24日(木)18:00 平原綾香 井上芳雄 橋本さとし 上川一哉 伊礼彼方 中河内雅貴 加賀楓

8月25日(金)13:00 望海風斗 甲斐翔真 橋本さとし 上野哲也 K 中井智彦 藤森蓮華

8月26日(土)13:00 平原綾香 井上芳雄 松村雄基 上川一哉 伊礼彼方 中河内雅貴 藤森蓮華

8月26日(土)18:00‧貸切 望海風斗 甲斐翔真 橋本さとし 上野哲也 K 中井智彦 加賀楓

8月27日(日)13:00 平原綾香 甲斐翔真 橋本さとし 上川一哉 伊礼彼方 中井智彦 加賀楓

8月28日(月)休演日 - - - - - - -

8月29日(火)13:00 望海風斗 甲斐翔真 橋本さとし 上川一哉 伊礼彼方 中井智彦 藤森蓮華

8月30日(水)13:00 平原綾香 甲斐翔真 松村雄基 上野哲也 K 中河内雅貴 加賀楓

8月30日(水)18:00 望海風斗 甲斐翔真 橋本さとし 上川一哉 伊礼彼方 中井智彦 藤森蓮華

8月31日(木)13:00 平原綾香 甲斐翔真 松村雄基 上野哲也 K 中河内雅貴 加賀楓

� 組み合わせをリセット
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