Kioi Hall Chamber Orchestra Tokyo

Subscription Concerts 2019

2019年度 定期演奏会
定 期 会員 継 続・新 規 募 集
セレクト3 発 売のお知らせ
定期会員
■継 続 手 続
■新 規 募 集

セレクト３

5回の定期演奏会を同一曜日・同一座席・お得な料金でご鑑賞いただく5公演連続セット券
期

間

受付開始

2018年9月1日㊏10時～24日㊊㊗18時

2018年11月1日㊍ 紀尾井ホールウェブチケット・午前0時～/電話・午前10時～

5回の定期演奏会からお好きな3回を各1公演ずつお選びいただく3公演選択セット券

■紀尾井友の会・定期会員優先発売

2018年12月12日㊌

■一般発売

発売時刻は優先・一般ともに紀尾井ホールウェブチケット・午前0時～／電話・午前10時～

12月15日㊏

紀尾井ホール室内管弦楽団
2019年度 定期演奏会
Kioi Hall Chamber Orchestra Tokyo / Subscription Concerts 2019

ホーネックと紀尾井ホール室内管弦楽団のコラボレーション、3年目の集大成
ホーネックを首席指揮者に迎えて3年目という節目の2019年度は、彼が最も得意とするオーストリア・ドイ
ツの作品をふんだんに並べ、紀尾井ホール室内管弦楽団（KCO）と共に積み上げてきた成果をたっぷりとお
聴きいただきます。また、奇数回に登場する2人の客演指揮者、鈴木雅明とリチャード・エガーによる捻りの
利いたプログラムも聴き逃がせません。KCOにとって初演となるブラームスの交響曲第2番やシューマンの
ヴァイオリン協奏曲をはじめ、
《プロメテウスの創造物》と《プルチネルラ》の両全曲版など、実演で接する機
会が希少な作品も盛り込みました。ご注目ください。
ひね

The 116th Subscription Concert : Mozart Selections by Rainer Honeck, III

第116回定期演奏会 〈ホーネックのモーツァルト選集Ⅲ〉
2019年

4月5日㊎19時開演│6日㊏14時開演

指揮・ヴァイオリン

ライナー・ホーネック

19:00 on 5th & 14:00 on 6th April, 2019
Conductor & Violin : Rainer Honeck

ライナー・ホーネック
©ヒダキトモコ

オール・モーツァルト・プログラム
Wolfgang Amadeus Mozart

セレナーデ第6番ニ長調 KV239「セレナータ・ノットゥルナ」
Serenade No. 6 in D major, KV239“Serenata Notturna”

交響曲第25番ト短調 KV183

Symphony No. 25 in G minor, KV183

セレナーデ第10番変ロ長調 KV361「グラン・パルティータ」
Serenade No. 10 in B-ﬂat major, KV361“Gran Partita”

■1公演券発売日
紀尾井友の会・定期会員優先 2019/1/9
（水） 一般 1/12
（土）

聴きどころ
2019年度は、首席指揮者ライナー・ホーネックによるモーツァルト選集で
華やかにスタートします。当シリーズはこれまで機会音楽（宮廷などの社
交的な催しに合わせて書かれた楽曲）
をメインに、
コンチェルトや交響曲
を組合せてきましたが、今回は弦楽器と管楽器それぞれのために書いた
2つの機会音楽で、凄烈なインパクトで名高い小ト短調交響曲をサンドし
てみました。
この交響曲と
《グラン・パルティータ》
は、映画『アマデウス』
で
最も印象的に用いられた作品だったのをご記憶の方も多いでしょう。
ま
た、1曲目の
《セレナータ・ノットゥルナ》
は、
ホーネックが担当する独奏第1
ヴァイオリンの軽やかでつややかな味わいだけでなく、他の独奏パートと
の絶妙な絡み合いも聴きどころです。

The 117th Subscription Concert

第117回定期演奏会
2019年

6月21日㊎19時開演│22日㊏14時開演

鈴木雅明
ソプラノ 松井亜希
指揮

テノール

櫻田亮

バリトン

与那城敬

19:00 on 21st & 14:00 on 22nd June, 2019
Conductor: Masaaki Suzuki, Soprano: Aki Matsui, Tenor: Ryo Sakurada, Baritone: Kei Yonashiro

モーツァルト

交響曲第29番イ長調 KV201

Wolfgang Amadeus Mozart

Symphony No. 29 in A major, KV201

バルトーク

弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽
Sz.106, BB114

Béla Bartók

ストラヴィンスキー
Igor Stravinsky

Music for Strings, Percussion and Celesta,
Sz.106, BB114

バレエ音楽「プルチネルラ」
（全曲）
Pulcinella, complete

■1公演券発売日
紀尾井友の会・定期会員優先 2019/3/20
（水） 一般 3/23（土）

鈴木雅明

©Marco Borggreve

松井亜希

櫻田亮

©Ribaltaluce

与那城敬

©Kei Uesugi

聴きどころ
首席指揮者と同じく楽しみなのが客演指揮者。今期のKCOには2人の指
揮者が初登場します。
まず一人目は、教会カンタータ全曲録音という偉
業を達成し、
バッハのスペシャリストとして世界に知られる鈴木雅明です。
プログラムは彼の幅広い音楽的な視野に基づく凝った内容で、18世紀
後半の古典派モーツァルトの幸福感溢れる音楽、次いで対照的な20世
紀バルトークが精密かつ大胆に組立てたエッジの利いた傑作へと転じて
ゆきます。そして後半にはバロック作品を換骨奪胎したストラヴィンス
キーのハイブリッドな世界となりますが、今回はこの
《プルチネルラ》
を声
楽パートのある全曲版でお届けします。声楽陣には鈴木と何度も共演を
重ねてきた気心の知れた顔触れも揃いました。巧みに構成された三様の
スタイルの妙をお楽しみください。
かん こつ だっ たい

The 118th Subscription Concert : Mythos & Logos III

第118回定期演奏会 〈ミュトスとロゴスⅢ 未来を見抜く者〉
2019年

9月27日㊎19時開演│28日㊏14時開演

ライナー・ホーネック
西村まさ彦

指揮・ヴァイオリン
語り

ライナー・ホーネック

19:00 on 27th & 14:00 on 28th September, 2019
Conductor & Violin: Rainer Honeck, Narration: Masahiko Nishimura

J. S. バッハ

Johann Sebastian Bach

ヴァイオリン協奏曲第2番ホ長調 BWV1042
Violin Concerto No. 2 in E major, BWV1042

©ヒダキトモコ

西村まさ彦

聴きどころ

好評の
〈ミュトスとロゴス〉第3弾は
“未来を見抜き、築いた者”
をテーマと
メンデルスゾーン
弦楽のための交響曲第10番ロ短調 MWV N 10 し、ミュトスにギリシャ神話のプロメテウスを、ロゴスにはバッハとメンデ
Felix Mendelssohn
String Symphony No. 10 in B minor, MWV N 10
ルスゾーンをイメージしてみました。バッハのヴァイオリン協奏曲第2番
ベートーヴェン
バレエ音楽「プロメテウスの創造物」Op. 43（全曲・語り付き） は、2017年度の二重協奏曲、18年度の第1番に続くホーネックのバッハ
Ludwig van Beethoven
Die Geschöpfe des Prometheus, Op. 43, complete
完結編ともなります。
メンデルスゾーンが14歳で書いた弦楽のための交
響曲第10番は、清澄な響きと豊かな歌、
そして愁いを帯びつつも快活な
若々しさを特徴とする佳品。KCOストリングスのすぐれたアンサンブル
が、本作の魅力を十全に描き出します。後半は以前に序曲を録音もした
《プロメテウスの創造物》
を全曲版で。10年ぶりとなる今回は、失われた
■1公演券発売日
台本を初演当日のプログラムから再現し、名優・西村まさ彦の軽妙洒脱
紀尾井友の会・定期会員優先 2019/5/29
（水） 一般 6/1
（土）
な語りに乗せてお贈りします。

The 119th Subscription Concert

第119回定期演奏会
2019年

11月8日㊎19時開演│9日㊏14時開演

リチャード・エガー
ヴァイオリン 佐藤俊介
指揮

リチャード・エガー

19:00 on 8th & 14:00 on 9th November, 2019
Conductor: Richard Egarr, Violin: Shunske Sato

シューマン

歌劇「ゲノフェーファ」序曲 Op. 81

シューマン

ヴァイオリン協奏曲ニ短調
（遺作）WoO 23

ブラームス

交響曲第2番ニ長調 Op. 73

Robert Schumann
Robert Schumann
Johannes Brahms

Overture to the Opera“Genoveva”Op. 81
Violin Concerto in D minor, Op. posth WoO 23

Symphony No. 2 in D major, Op. 73

■1公演券発売日
紀尾井友の会・定期会員優先 2019/7/3
（水） 一般 7/6
（土）

©Marco Borggreve

佐藤俊介

©Yat Ho Tsang

聴きどころ
ピリオドからモダンまで縦横に活躍する英国の俊才リチャード・エガー。3年前
に東京・春・音楽祭でKCOと初共演を果たし話題となりましたが、いよいよ満
を持しての定期演奏会デビューとなります。記念すべき公演には、
どれもKCO
にとって初演となる3作が選ばれました。最初に置かれるのはシューマンが唯
一完成させたオペラの序曲。重々しく始まりますが、胸を熱くさせる高揚の果
てに輝かしい結末に至るシューマネスク感たっぷりの作品です。続いて作曲か
ら80年間秘匿の憂き目にあった最晩年の傑作ヴァイオリン協奏曲。近年急速
に再評価が高まってきた本作ですが、世界のヴァイオリン界を牽引する佐藤
俊介がさらにその魅力を掘り下げます。後半はシューマンを師と仰いだブラー
ムス壮年の交響曲第2番。今回は初演当時とほぼ同じサイズのオーケストラ
編成で聴ける大変貴重な機会でもあります。

The 120th Subscription Concert

第120回定期演奏会
2020年

2月14日㊎19時開演│15日㊏14時開演

指揮・ヴァイオリン

ライナー・ホーネック

19:00 on 14th & 14:00 on 15th February, 2020
Conductor & Violin: Rainer Honeck

ライナー・ホーネック

オール・ベートーヴェン・プログラム
Ludwig van Beethoven

ヴァイオリン協奏曲ニ長調 Op. 61
Violin Concerto in D major, Op. 61

交響曲第7番イ長調 Op. 92

Symphony No. 7 in A major, Op. 92

■1公演券発売日

©ヒダキトモコ

聴きどころ
今年度は、前年度の第6番《田園》
に続くベートーヴェンの交響曲第7番
で興奮のフィナーレを迎えます。
ワーグナーが「舞踏のアポテオーズ（聖
化）」
と讃えたように、第1楽章からリズムのインパクトは強烈で、第3楽
章、
そしてフィナーレに向けてこれでもかと畳みかけるリズムが生み出す
音楽のパワーは圧倒的です。前半には同じくベートーヴェンから、
ヴァイ
オリン協奏曲を。
「ヴァイオリン協奏曲の王様」
との誉れ高い傑作です。本
作はホーネックが首席指揮者としてKCOを相手にソロを聴かせてきた
ヴァイオリン協奏曲の中でも、最も巨大なコンチェルトとなります。大いに
ご期待ください。

紀尾井友の会・定期会員優先 2019/10/30（水） 一般 11/2（土）
※出演者・曲目・演奏順は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。

写真：ヒダキトモコ

1995年紀尾井ホール開館時に同ホールを本拠とする演奏団体「紀尾井シ
ンフォニエッタ東京」
として発足。国内外の第一線で活躍する演奏家が集い、設
立当初の尾高忠明（現・桂冠名誉指揮者）
のリーダーシップや、数多くの一流演
奏家たちとの共演を経て、日本を代表する室内管弦楽団の一つとなっている。
その高い演奏技術とアンサンブル能力に裏打ちされた豊かな音楽性には定評
がある。年5回の定期演奏会のほか、2000年当団初の欧州ツアー、2005年の
ドレスデン音楽祭出演、2012年の米国４公演、2015年と2016年の別府アル
ゲリッチ音楽祭出演や2016年の東京・春・音楽祭出演など、広く積極的に演
奏活動を行っている。
これまでに、武満徹作品集「How slow the Wind」
（BIS/2001年）、
「マリ

オ・ブルネロ＆紀尾井シンフォニエッタ東京」
（ビクター/2004年）、指揮なしに
よるプロコフィエフ
「古典交響曲」
（ EXTON/2005年）、川久保賜紀とのヴィ
ヴァルディ
「四季」
（ avex classics/2009年）、
アントン・ナヌート指揮のベー
トーヴェン交響曲第5番「運命」(EXTON/2010年)とブラームス交響曲第4番
（EXTON/2014年）、編曲者自身の指揮によるバッハ=シトコヴェツキー
「ゴル
トベルク変奏曲」
（マイスター・ミュージック/2015年）
などのCDをリリースし、
いずれも高い完成度と優れた音楽性で好評を得ている。
2017年4月より、
ライナー・ホーネックを首席指揮者に迎え、
「紀尾井ホール
室内管弦楽団」
に改称し、
「求心力」
と
「発信力」
を高めつつ、
より一層洗練され
た音楽作りを目指して前進している。
運営：公益財団法人新日鉄住金文化財団
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紀尾井ホール室内管弦楽団

2019年度プログラム 早見一覧
…紀尾井友の会優先発売

定期演奏会 座席割

●…一般発売

第116回定期演奏会

〈ホーネックのモーツァルト選集 III〉
2019年 4月5日㊎19時／6日㊏14時
●指揮・ヴァイオリン／ライナー・ホーネック
オール・モーツァルト・プログラム
セレナーデ第6番ニ長調 KV239「セレナータ・ノットゥルナ」
交響曲第25番ト短調 KV183
セレナーデ第10番変ロ長調 KV361「グラン・パルティータ」
1公演券発売日

2019/1/9㊌

1/12 ㊏

第117回定期演奏会

2019年 6月21日㊎19時／22日㊏14時
●指揮／鈴木雅明
●ソプラノ／松井亜希、テノール／櫻田亮、バリトン／与那城敬
モーツァルト
交響曲第29番イ長調 KV201
バルトーク
弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽
Sz.106, BB114
ストラヴィンスキー バレエ音楽「プルチネルラ」
（全曲）
1公演券発売日

2019/3/20㊌

BA

AB

3/23 ㊏

第118回定期演奏会〈ミュトスとロゴス III

S

未来を見抜く者〉

2019年 9月27日㊎19時／28日㊏14時
●指揮・ヴァイオリン／ライナー・ホーネック
●語り／西村まさ彦
J. S. バッハ
ヴァイオリン協奏曲第2番ホ長調 BWV1042
メンデルスゾーン 弦楽のための交響曲第10番ロ短調 MWV N 10
ベートーヴェン バレエ音楽「プロメテウスの創造物」Op. 43
(全曲・語り付き)
1公演券発売日

2019/5/29㊌

6/1 ㊏

第119回定期演奏会

2019年11月8日㊎19時／9日㊏14時
●指揮／リチャード・エガー
●ヴァイオリン／佐藤俊介
シューマン
歌劇「ゲノフェーファ」序曲 Op. 81
シューマン
ヴァイオリン協奏曲ニ短調（遺作）WoO 23
ブラームス
交響曲第2番ニ長調 Op. 73
1公演券発売日

2019/7/3㊌

A

7/6 ㊏

第120回定期演奏会

2020年 2月14日㊎19時／15日㊏14時
●指揮・ヴァイオリン／ライナー・ホーネック
オール・ベートーヴェン・プログラム
ヴァイオリン協奏曲ニ長調 Op. 61
交響曲第7番イ長調 Op. 92
1公演券発売日

2019/10/30㊌

S
A
B

11/2 ㊏

※出演者・曲目・演奏順は変更となる場合があります。予めご了承ください。

紀尾井ホールにご支援いただいている企業および個人の方々です

=S席
=A席
=B席

紀尾井サポートシステム会員（五十音順・｢株式会社｣等表記及び敬称略）
《特別協賛会員》 A.ランゲ＆ゾーネ（リシュモン ジャパン）／新日鉄住金ソリューションズ／三菱商事
《みやび会員》 伊藤忠商事／大島造船所／ＫＤＤＩ／菅原／住友商事／丸紅／三井住友銀行／三井物産／三菱商事／
三菱地所／メタルワン ほか匿名２社

《ひびき会員》 オカムラ／きらぼし銀行／竹中工務店／日本ハム／山下設計
《みどり会員》 青 鬼 運 送 ／ 赤 坂 維 新 號 ／ 赤 坂 エクセルホテル東 急 ／ 今 治 造 船 ／ヴォートル／ エーケーディ／

NSシンフォニー・オーケストラ／荏原冷熱システム／鹿島建設／ザ・キャピトルホテル 東急／三協／
清水建設／上智大学／スタインウェイ・ジャパン／西武プロパティーズ／第一企業／高砂熱学工業／
千代田商事／テェイスト･ライフ／東芝エルティーエンジニアリング／永田音響設計／ニュー・オータニ／
日活アド・エイジェンシー／ハウス食 品グループ本 社 ／パナソニック／ 福 田 家 ／ 富 士ゼロックス／
松尾楽器商会／三井住友信託銀行／三井不動産／三菱電機ビルテクノサービス／三菱UFJ銀行／
ミュージション／明治座舞台／ヤフー／ヤマハサウンドシステム／有帆

会

場
東京都千代田区紀尾井町6番5号 電話03-5276-4500（代表）

《あおい会員》 青木陽介／磯部治生／井上善雄／片山能輔／近藤貴子／佐久間庸行／佐部いく子／志立正嗣／清水多美子／

清水康子／鈴木 亮／高下謹壱／高橋義徳／外山雄三／中島 博／永田 穂／中西達郎／西村剋美／馬場宏一／
馬場弘之／早川祥子／原田清朗／北條哲也／堀川将史／松本美恵／陸田 実／村上喜代次／村田正仁／
村山千鶴子／持留宗一郎／八木一夫／八木晶子
ほか匿名23名 計96口
（2018年8月1日現在）

特別支援会員（社名五十音順・｢株式会社｣等表記略）
アステック入江／五十鈴／NSユナイテッド海運／NSユナイテッド内航海運／エヌエスリース／エヌテック／大阪製鐵／
九築工業／草野産業／黒崎播磨／合同製鐵／小松シヤリング／山九／産業振興／三晃金属工業／サンユウ／三洋海運／
ジオスター／新日鉄興和不動産／新日鉄住金化学／新日鉄住金ソリューションズ／新日本電工／スガテック／大同特殊鋼／
大和製罐／高砂鐵工／高田工業所／鶴見鋼管／DNPエリオ／テツゲン／東海鋼材工業／東邦シートフレーム／トピー工業／
日亜鋼業／日新製鋼／日鉄鉱業／日鉄住金SGワイヤ／日鉄住金環境／日鐵住金建材／日鉄住金鋼管／日鉄住金鋼板／
日鉄住金テックスエンジ／日鉄住金ドラム／日鉄住金物産／日鉄住金物流／日鉄住金物流君津／日鉄住金物流八幡／
日鉄住金保険サービス／日鉄住金ボルテン／日鐵住金溶接工業／日本金属／日本触媒／日本鐵板／濱田重工／
富士鉄鋼センター／不動テトラ／幕張テクノガーデン／松菱金属工業／三島光産／宮崎精鋼／吉川工業
新日鐵住金

お申込み
お問合せ

（2017年度、匿名一社除く。）

［最寄駅］●四ツ谷駅（JR線･丸ノ内線･南北線）
麴町口ほか 徒歩6分 ●麴町駅2番出口
（有楽町線）
徒歩8分
●赤坂見附駅D出口（銀座線･丸ノ内線）徒歩8分 ●永田町駅7番出口
（半蔵門線･有楽町線）徒歩8分

紀尾井ホールウェブチケット
http://www.kioi-hall.or.jp/
紀尾井ホールチケットセンター 03-3237-0061［受付時間10時～18時/日・祝休］

紀尾井ホール室内管弦楽団 2019年度 定期演奏会

定期会員

（全５公演連続券 全公演同一曜日・同一座席）

2018年9月1日㊏10時 ～
2018年11月1日㊍

24日㊊㊗18時

紀尾井ホールウェブチケット・午前 0 時～
電話・午前10時～

継 続 手 続
新規受付開始

あなただけの特等席「定期会員座席」

定期会員 特典

・全公演とも同一の曜日に同一のお座席でご鑑賞いただけます。
＜１日目の公演＞金曜日19時開演 2019年4月5日、6月21日、9月27日、11月8日、2020年2月14日
＜２日目の公演＞土曜日14時開演 2019年4月6日、6月22日、9月28日、11月9日、2020年2月15日
・次年度（2020年度）以降にも、本年度と同一曜日・同一座席で優先的にご継続いただけます。

おトクな会員割引価格
・1公演券の定価に比べ、約2割引となり、大変お得です。
・また、定期会員の皆様が1公演券を追加購入される場合には定価の10％引でご購入いただけます。（セレクト３購入者は対象外）
・紀尾井ホール室内管弦楽団メンバーが出演する当財団主催公演チケットを定価の10％引でご購入いただけます。
（一部例外がございます。セレクト３購入者は対象外）

「紀尾井だより」と「紀尾井ホール公演カレンダー」を無料進呈
定期会員のためのイベント開催
定期会員 継続・退会について

定期会員 新規お申込みについて

・ホール会報誌「紀尾井だより」と「紀尾井ホール公演カレンダー」
（各誌とも隔月刊）を無料でお送りします。

・紀尾井ホール室内管弦楽団メンバーとの交歓会やリハーサル見学にご参加いただけます。

■お支払い方法によって、お手続きが異なります。
「定期会員ご継続のご案内」をご覧のうえ、必ずお手続きください。
■ご不明な点は、紀尾井ホールチケットセンター 03-3237-0061(10時～18時／日・祝休)までお問合せください。
■紀尾井ホールウェブサイトの公演情報ページから、紀尾井ホールウェブチケットの定期会員券のお手続きページにお進みください。
■紀尾井ホールウェブチケットにすでにログインしている場合には、
「セット券」
のタブをクリックして、
お手続きください。
■紀尾井ホールチケットセンター 03-3237-0061(10時～18時／日・祝休)への電話によるお申込みも承ります。

セレクト3 （3公演券 お好きな3回を曜日・座席指定 S・Aのみ）

紀尾井友の会
2018年12月12日㊌ 定 期 会 員
2018年12月15日㊏

一

般

優先発売
発

セレクト３ 特典

紀尾井ホールウェブチケット・午前0時～ 電話受付・午前10時～

おトクな割引価格

売

・1公演券の定価に比べ、約15％引となり、
お得です。

フレキシブルな公演選択

・お好みやライフスタイルに合わせて3回の定期演奏会を組合せ、金曜日か土曜日の公演のお好みのお座席
（同一席種）
を選択できます。

・ホール会報誌「紀尾井だより」と「紀尾井ホール公演カレンダー」
（各誌とも隔月刊）を無料でお送りします。
※セレクト３のご購入者には、
１公演券の追加購入に対する10%引販売ならびに交歓会・リハーサル見学などのイベント参加の特典はございません。

「紀尾井だより」と「紀尾井ホール公演カレンダー」を無料進呈

セレクト3 ご購入について

■紀尾井ホールウェブサイトの公演情報ページから、紀尾井ホールウェブチケットのセレクト３の購入ページに進み、
３公演を同一券種で選択してお申込みいただけます。
■紀尾井ホールウェブチケットにすでにログインしている場合には、公演一覧の「選択セット券」のタブをクリックして、
３公演をお選びください。
■紀尾井ホールチケットセンター 03 -3237- 0061(10時～18時／日・祝休)への電話によるお申込みも承ります。
※Ｓ席とＡ席を組合せてのお申込みは承りかねます。※同一回で２席以上のお申込みは曜日違いでも承りかねます（例：第116回1席・第119回
(金)1席・第119回(土) 1席のような組合せは、セレクト３の適用外）。

■ 料金（総額・消費税込）
S席

定 期 会 員

第116回～第120回の同一曜日5公演の連続セット券

セレクト3

第116回～第120回のうちお好きな３回の各1公演の選択セット券
（Ｓ、Ａのみ）
1公演券の料金〈ご参考〉
第116回～第120回の各回1公演あたり

26,000円

（5,200円/1公演相当)

16,200円

A席

21,000円

(4,200円/1公演相当)

B席
B席

14,000
円
14,000円

(2,800円/1公演相当)
（2,800円/1公演相当）

13,200円

（5,400円/1公演相当）

（4,400円/1公演相当）

6,300円

5,250円

円
3,650円
3,650

※1公演券のA席、B席には、別途、若年層向けの料金を設定する予定です。詳しくは下記にお問合せいただくか、各回の単独チラシをご覧ください。
●料金は税込です。本紙掲載の料金のほか、発券時に所定の手数料がかかります。手数料はお支払方法により異なります。
●定期会員お申込み後、特別なご事情により公演日振替
（金→土/土→金の振替）
をご希望の場合は、
お電話にてご相談ください。ただし公演日振替は１公演につき１回限りと
させていただきます。 ●セレクト３は公演日振替の対象外です。 ●一度ご購入いただいたチケットのキャンセルや変更はできません。
※出演者・曲目・演奏順は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。
※小学生のご鑑賞には保護者（成人）のご同伴をお願いします。 ※乳幼児等未就学の方のご同伴・ご入場はご遠慮ください。
※スペースに限りがありますので、車いすでご来場の方は事前に必ずご相談ください。

お申込み
・
お問合せ
主

催

紀尾井ホールウェブチケット
http://www.kioi-hall.or.jp/
紀尾井ホールチケットセンター 03-3237-0061［受付時間10時～18時/日・祝休］
しんにってつすみきん

公益財団法人 新日鉄住金文化財団

東京都千代田区紀尾井町6番5号

電話03-5276-4500
（代表）

