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開場 15:30 開演 16:00 人場料 一般 ¥3000 学生 ¥1500

● 地 下鉄・ニュー トラムil用 の場合

地 下鉄:::央線「本町」駅から、コスをスクエア経山で約18分 「 トレー ドセンター前」

地 F偽″Чつ橋線、ニュー トラム「fll之江公園Jり(か ら約 16分 「 トレードセンター蔵IJ

O.IR利 ,11の場合

JR環状線「弁ズ町」駅から地 ド鉄:|キ央線に乗換

コスモスクエア経 llで 約15分 「トレー ドセンター前」駅 ド嗜
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