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News Release 

＜報道関係各位＞         2019 年 8 月 

 
 

『 華麗なる宝塚歌劇団 OG 
THE CHRISTMAS DINNER SHOW ～百花繚乱～』 

を開催 
 

【開催日】 2019 年 12 月 19 日（木） 

【料 金】 一般 ￥20,000  One Harmony 会員 ￥19,000 

★One Harmony 会員先行受付★ 9 月 2 日（月）10 時～13 日（金） 

★チケット発売★2019 年 9 月 17 日（月） 10 時より ※共に初日（9/2、17）は電話受付のみ 

 

オークラフロンティアホテルつくば 

 

オークラフロンティアホテルつくば（所在地：茨城県つくば市吾妻 1-1364-1、総支配人：髙田

浩）では、2019 年 12 月 19 日（木）「華麗なる宝塚歌劇団 OG クリスマスディナーショー ～

百花繚乱～」を開催いたします。 

 

宝塚歌劇団で活躍した 10 名の元タカラジェンヌのスターたちが、煌びやかで華やかな歌と

ダンスを繰り広げる 1 日だけのスペシャルレビュー。聖夜を彩る関総料理長渾身のスペシャ

ルディナーと共に、特別なひとときを心ゆくまでお楽しみください。 

 

〈開催概要〉 

【名称】 華麗なる宝塚歌劇団 OG  THE CHRISTMAS DINNER SHOW ～百花繚乱～ 

【開催日】 2019 年 12 月 19 日（木） 

■ One Harmony 会員先行受付：9 月 2 日（月） 10 時～13 日（金） 

■ チケット発売：9 月 17 日（月） ※共に初日（9/2、17）は電話受付のみ 

【料金】 一般 ￥20,000／One Harmony 会員 ￥19,000 

※料金には、フランス料理、フリードリンク、消費税、サービス料が含まれます 

【時間】 受付 17：30／ディナー 18：00～19：30／ショー 19：30～20：40 

※当日の進行状況によりお時間が前後する場合がございます。 

【会場】 オークラフロンティアホテルつくば アネックス 1 階「昴」 

＊One Harmony 特典＊  チケット 1 枚につき 1,000 円引き 

※チケット申し込み時のご入会も適用となります。 
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【製作】株式会社 アレキサンドライト 

【構成・演出】岡部 優妙 

 

【注意事項】 

・全席指定、各テーブルとも相席となります。 

・乳幼児・未就学児の参加はご遠慮ください。 

・ご入金後のキャンセルにつきましてはご返金いたしかねます。 

 

【出演者・プロフィール】 

麻乃 佳世（あさの かよ） ～元宝塚歌劇団 月組 娘役トップスター～ 

1990 年「ロミオとジュリエット」でバウホール公演初ヒロインに抜擢される。1991

年 涼風真世のトップスター就任と同時期に月組トップ娘役に就任。1993 年 

涼風の退団に伴い、トップスターに就任した天海祐希の相手役を務める。 

 

舞風 りら（まいかぜ りら） ～元宝塚歌劇団 雪組 娘役トップスター～ 

1995 年「国境のない地図」にて初舞台を踏み、同年花組に配属。2002 年、

朝海ひかるの相手役として雪組トップ娘役に就任。2006 年 12 月「堕天使の

涙」「タランテラ！」にて退団。 

 

 

鳴海 じゅん（なるみ じゅん） ～元宝塚歌劇団 星組 男役～  

1994 年 4 月「火の鳥」で初舞台。月組から星組に組替え。「ノバ・ボサ・ノバ」

新人公演では 2 番手のオーロ役を演じる。「ベルサイユのばら」や「ウエストサ

イドストーリー」「風と共に去りぬ」など宝塚の代表といえる作品にも多数出演。

2003 年「ガラスの風景／バビロン」にて退団。 

 

毬穂 えりな（まりほ えりな） ～元宝塚歌劇団 宙組 娘役～ 

1994 年、宝塚歌劇団「火の鳥」で初舞台。在団中は、歌、演技、ダンスの三

拍子が揃った娘役として活躍。宝塚歌劇の代表作「ベルサイユのばら」「風と

共に去りぬ」に出演。1998 年、香港公演に出演。2006 年 7 月「Never say 

goodbye」で惜しまれつつ退団。 

 

光海 あきほ（みつみ あきほ） ～元宝塚歌劇団 宙組 男役～  

1995 年、宝塚歌劇団入団。星組「国境のない地図」で初舞台。長身とパワフ

ルでダイナミックなダンスと熱い視線でファンを魅了。雪組を経て、その後宙

組発足の機になった香港公演選抜メンバーに選ばれる。 
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美乃 杏花（よしの きょうか） ～元宝塚歌劇団 星組 娘役～ 

1995 年「国境のない地図」初舞台。その後、星組へ配属。代表作品「エリザ

ベート」「ウエストサイドストーリー」その他バウホール、地方公演、ディナーシ

ョーなどに多数出演。2000 年「我が愛は山の彼方に・グレートセンチュリー」

で退団。 

椿 火呂花（つばき ひろか） ～元宝塚歌劇団 宙組 男役～  

1995 年 3 月、81 期生として宝塚歌劇団に入団。「国境のない地図」で初舞

台。同年、星組に配属。2001 年 10 月、宙組へ組替え。「カステル・ミラージ

ュ」の新人公演で初主役を務める。2002 年 4 月「エイジ・オブ・イノセンス」で

バウホール初主役。2003 年 6 月「傭兵ピエール／満天星大夜總会」の千秋

楽付けをもって宝塚歌劇団を退団。 

 

綺華 れい（あやか れい） ～元宝塚歌劇団 星組 男役～ 

1998 年宙組「シトラスの風」にて初舞台。その後星組に配属。韓国公演選抜

メンバーとして「ベルサイユのばら」ベルナール役で出演。2004 年から退団ま

で各組選抜公演「TCA スペシャル」に出演するなど、男役スターとして活躍。 

 

 

珠 まゆら（たま まゆら） ～元宝塚歌劇団 花組 娘役～  

「源氏物語あさきゆめみし」「ザ・ビューティーズ」で初舞台。「エリザベート」「風

と共に去りぬ」「ファントム」など様々な舞台に出演。 

 

 

紫峰 七海（しほう ななみ） ～元宝塚歌劇団 花組 男役 副組長～ 

2000 年 86 期生として宝塚歌劇団に入団。花組に配属。「ベルサイユのばら」

「ファントム」「麗しのサブリナ」「虞美人」「オーシャンズ 11」「BUND／NEON

上海」「エリザベート」など様々な舞台に出演。2014 年 5 月花組副組長に就

任。2015 年 12 月宝塚歌劇団を退団。 

 

【特別宿泊プラン】（お 1 人様料金） 

シングル：￥8,000／ツイン（2 名利用）￥7,000 

＊1 泊室料、消費税・サービス料込み 

＊朝食付きプランはプラス￥1,500（消費税込み） 

 

【ご予約・お問い合わせ】 

オークラフロンティアホテルつくば 宴会予約 

TEL.029-853-8055 （10：00～18：00） 

▼ホテル公式 HP （https://www.okura-tsukuba.co.jp/） 

 

https://www.okura-tsukuba.co.jp/
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■ 報道機関からの本件に関するお問い合わせ先 

〒305-0031 茨城県つくば市吾妻 1-1364-1 

オークラフロンティアホテルつくば 営業部マーケティング課 

TEL：029-853-8112／FAX：029-855-7112 

滝川 （takikawar@okura-tsukuba.co.jp） 

横川 （yokokawat@okura-tsukuba.co.jp） 

mailto:takikawar@okura-tsukuba.co.jp
mailto:yokokawat@okura-tsukuba.co.jp

