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現･定期会員の皆さまへ

●今回から電子席替システムを導入します。お手続きがお済みでない座席は、8月31日

の締切日を過ぎると自動的に退会となり、席替用の座席として開放されます。

●お支払・お受取方法確定後のキャンセル・座席変更はできません。 

▶ 該当するお手続きにお進みください

〈継 続 締 切 日〉 8月31日(火)

〈席替申込締切日〉 8月31日(火)

〈席 替 期 間〉 9月15日(水)～9月25日(土) 

〈退 会 締 切 日〉 8月31日(火)

〈先行販売期間 〉 10月5日(火)～10月8日(金) 
◆現席の「継続」「席替」の手続き完了後に、追加の座席を購入することができます。 
◆紀尾井ホールウェブチケットでのご購入となります。 

お手続きは『紀尾井ホールウェブチケット』をご利用ください！

－ １ － 

期日までに全員お手続きください 

紀尾井ホールウェブチケット       ログイン ⇒
＊利用登録が必要です（無料）。 

＊登録時に定期会員番号をご入力ください。 

＊ログイン後、マイページの〔継続手続〕からお手続きください。

A 次ページへ 

B 3ページへ 

C 4ページへ 

D 4ページへ 
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継続手続きの際の手数料は当財団で負担します 

●以下、継続･退会確認書 返信不要

紀尾井ホールウェブチケットはご利用いただけません。 

－ ２ －

Yes

紀尾井ホールウェブチケット ログイン ⇒
＊利用登録が必要です（無料）。 

＊登録時に定期会員番号をご入力ください。 

＊ログイン後、マイページの〔継続手続〕から 

お手続きください。

カード決済・ファミリーマート発券 

継続手続きに限り手数料無料 

・決済期限: 8/31(火)・

口座振替・郵送(特定記録)＊

継続手続きに限り郵送料無料 

・手続期限: 8/31(火)・

ファミリーマート支払・発券 

継続手続きに限り手数料無料 

・支払・発券期限: 8/31(火)・

Yes

当財団へお振込みください 

※チケットは特定記録郵送＊となります

継続手続きに限り郵送料無料 

・振込期限: 8/31(火)・

カード決済?
VISA MasterCard 

JCB AMEX Diners

カード決済・郵送(特定記録)＊

継続手続きに限り郵送料無料 

・決済期限: 8/31(火)・

No

No

Yes

口座振替・ファミリーマート発券 

継続手続きに限り手数料無料 

・手続期限: 8/31(火)・

登録口座からの 

自動引落? 
Yes

ファミリーマート

受取り? 

◎振込手数料はお客様にてご負担ください。 

◎会員名にてお振込みください。

三菱UFJ銀行
   支 店 ： 麹町（616） 

   種別･番号 ： 普通・1004700
   名 義 ： ザイ）ニッポンセイテツブンカザイダン 

ゆうちょ銀行
   加入者名/口座名義 ： キオイホール 

①払込取扱票    ⇒ 00120-5-96526
   ②ゆうちょダイレクト⇒ 記号：00120 番号：96526 

   ③他金融機関から ⇒ 支店：〇一九支店 

                   種別･番号：当座 0096526 

「継続」を選択、申込確定 ※一部の座席を退会したい場合は、該当

する座席欄の「退会」を選択してください 

現金支払い? 

No

No

No

Yes

＊チケットの郵送(特定記録)について 

各お手続き完了から２週間程度で発送

します。特定記録郵便は、郵便受けに

配達されます。 

自動引落の登録 

口座はありますか?

Yes Yes

当財団へお振込みください 

※チケットは特定記録郵送＊となります

継続手続きに限り郵送料無料 

・振込期限: 8/31(火)・

A 

No

No

現座席を自動引落で継続する方 

継続･退会確認書の 
「現在の座席のまま･･･継続する」を
お選びいただき、4ページの 
《返信方法》でご返信ください 
※チケットは特定記録郵送＊となります 

継続手続きに限り郵送料無料 

/8/31(火)必着/ 

ファミリーマート

受取り? 

お振込み

詳細は 

★へ 

お振込み

詳細は 

★へ 



継続手続きの際の手数料は当財団で 

負担します 

◆現在の座席を確保したまま『席替』できます。 
◆紀尾井ホールウェブチケットでお手続きください。 

※電話・ファクシミリ・郵送では座席変更でのご継続は承りません。 

◆2段階のお手続きとなります。 

－ ３－ 

申込確定後は、受渡方法をご選択ください。 

2ページの「現在の座席のまま継続する」に記載の 

お支払・お受取方法をお選びいただけます。 

※『当財団へお振込み』はお選びいただけません。 

＜1＞ ～8月31日(火) 席替申込手続き期間

現座席すべて席替えを希望する場合 

＜２＞ 9月15日(水)～9月25日(土) 席替確定期間 （座席選択・確定・支払い手続き）

希望席を「選択」、現席を「取消」 

申込確定 

・手続締切日:9/25(土)・

現在の座席のまま、申込確定 

・手続締切日:9/25(土)・ 

※「退会」も可能

紀尾井 ⇒
＊利用登録が必要です（無料）。 

＊登録時に定期会員番号をご入力ください。 

＊ログイン後、マイページの〔継続手続〕から 

お手続きください。

全座席「席替」を選択、申込確定 

※１席でも「席替」を選択した場合、 

全席が席替可能となります

・席替申込締切日: 8/31(火)・

全座席「席替」を選択、申込確定 

・席替申込締切日: 8/31(火)・

＜１＞席替申込手続き期間 

～8/31（席替申込締切日） 9/15～9/25（手続締切日） 

＜２＞席替確定期間 

「席替」希望席は「席替」を選択、 

「退会」する席は「退会」を選択、 

申込確定 

・席替申込締切日: 8/31(火)・

一部の座席の席替えを希望する場合 

一部の座席を退会する場合 

希望の席がある場合 

希望の席がない場合 

B 



（必ずお手続きください） 退会締切日：8月31日(火)

先行販売期間:10月5日(火)～10月8日(金)

◆現席の「継続」「席替」の手続き完了後に、一般販売に先立ち、追加の座席を購入できます。 
◆紀尾井ホールウェブチケットでのご購入となります。 
◆ログイン後、公演一覧の「セット券」タブをクリックして、ご購入ください。 
◆新規購入となるため、手数料はお客さま負担となります。ご了承ください。 

継続･退会確認書

《返信方法》 いずれかをご利用ください 

現在の座席のまま「登録口座からの自動引落で継続」する方ならびに「退会」する方の返信方法です。 

 FAX送信  → ０３－５２７６－４５２７ 

 郵 送  → 同封の返信用封筒をご利用ください 

 メ ー ル  → webticket@kioi-hall.or.jp

件名を「定期会員継続手続き」とし、本文に継続・退会確認書の必要事項（お名前・会員番

号および「継続」「退会」のいずれか）をご記入ください｡ 

※「席替」の方は、紀尾井ホールウェブチケットでお手続きください。ご返信は不要です。

■お問合せ・ご相談受付 

メール ： webticket@kioi-hall.or.jp (24時間受付／返信は平日となります)

電 話 ： 03-5276-4500 (紀尾井ホール代表電話)※

定期会員継続手続きの旨をお伝えください。折り返しのご連絡となる場合がございます。

※ 感染症拡大防止措置等により、代表電話の受付時間につきましては

紀尾井ホールウェブサイトで最新情報をご確認のうえご利用ください。

■紀尾井ホールウェブチケット・ヘルプデスク （ご利用登録・操作方法のご案内）

電 話 （ナビダイヤル） ： 0570-550372 火～土（祝日も営業） 12時～16時、日・月休

公益財団法人日本製鉄文化財団／紀尾井ホール室内管弦楽団／紀尾井ホールウェブチケット 

2021年8月17日発行 

－ 4 －

マイページの継続手続へ 
「退会」を選択、申込確定 

・手続締切日:8/31(火)・
（継続･退会確認書 返信不要）

継続･退会確認書の「退会する」にチェックをして 

以下の《返信方法》でご返信ください 

・8/31(火)必着・

No

Yes

紀尾井 ⇒ 
＊利用登録が必要です（無料）。 

＊登録時に定期会員番号をご入力ください。 

継続･退会確認書の返信期限 

2021年8 月31 日(火)必着

C 

D 
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