
【対象となる株主様】

2020年3月31日現在の当社の株主名簿に記載された、株式100株（1単元）以上保有の株主様を対象とします。

【ご案内】
・下記が「公演チケット優待」の対象公演です。下記以外の公演等は優待の対象となりません。
・一般価格と優待価格の差額が優待（定額小為替にてキャッシュバック）となります。
・公演チケットの購入および公演内容につきましては、各チケット問い合わせ先へご連絡ください。
・8月31日以前に中止となった公演につきましては、既にリストから削除しております。何卒ご了承ください。

【重要】新型コロナウィルスの影響で多くの公演が中止・延期となっております。公演情報は各問い合わせ先にてご確認くださいますようお願い申し上げます。

公演No. 開催地 会場 公演名 アーティスト ジャンル 優待価格
ｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸ

金額
チケット問い合わせ先

MW-20010
2020/7/10
2020/7/11

（金）
（土）

名古屋
愛知県芸術劇場コンサー
トホール

定期演奏会＜生誕250年記念　トリ
ビュート・トゥ・ベートーヴェン＞シリーズ
第481回＜田園＞

名古屋フィルハーモニー交響楽団／アン
トニ・ヴィット（指揮）／小菅優、居福健太
郎（ピアノ）／窪田健志、ジョエル・ビード
リッツキー（打楽器・名フィル首席奏者）

オーケストラ S席 ¥5,000 ¥3,500 ¥1,500

MW-20011
2020/9/11
2020/9/12

（金）
（土）

名古屋
愛知県芸術劇場コンサー
トホール

定期演奏会＜生誕250年記念　トリ
ビュート・トゥ・ベートーヴェン＞シリーズ
第482回＜合唱＞

名古屋フィルハーモニー交響楽団／小
泉和裕 （指揮・名フィル音楽監督）／中
村恵理（ソプラノ）／中島郁子（メゾ・ソプ
ラノ）／グリーン・エコー、ほか

オーケストラ
合唱

S席 ¥6,400 ¥4,200 ¥2,200

MW-20012
2020/10/9
2020/10/10

（金）
（土）

名古屋
愛知県芸術劇場コンサー
トホール

定期演奏会＜生誕250年記念　トリ
ビュート・トゥ・ベートーヴェン＞シリーズ
第483回＜遺書＞

名古屋フィルハーモニー交響楽団／ヴァ
シリー・シナイスキー（指揮）／荒井英治
（ヴァイオリン・名フィル首席客演コン
サートマスター）

オーケストラ S席 ¥6,400 ¥4,200 ¥2,200

MW-20013
2020/11/6
2020/11/7

（金）
（土）

名古屋
愛知県芸術劇場コンサー
トホール

定期演奏会＜生誕250年記念　トリ
ビュート・トゥ・ベートーヴェン＞シリーズ
第484回＜浪漫＞

名古屋フィルハーモニー交響楽団／小
泉和裕 （指揮・名フィル音楽監督）／ア
リーナ・ポゴストキーナ（ヴァイオリン）

オーケストラ S席 ¥6,400 ¥4,200 ¥2,200

MW-20014
2020/12/11
2020/12/12

（金）
（土）

名古屋
愛知県芸術劇場コンサー
トホール

定期演奏会＜生誕250年記念　トリ
ビュート・トゥ・ベートーヴェン＞シリーズ
第485回＜快活＞

名古屋フィルハーモニー交響楽団／マキ
シム・パスカル（指揮）／アレクサンダー・
ガジェヴ（ピアノ）

オーケストラ S席 ¥6,400 ¥4,200 ¥2,200

MW-20015
2021/1/22
2020/1/23

（金）
（土）

名古屋
愛知県芸術劇場コンサー
トホール

定期演奏会＜生誕250年記念　トリ
ビュート・トゥ・ベートーヴェン＞シリーズ
第486回＜変容＞

名古屋フィルハーモニー交響楽団／
尾高忠明（指揮）／北村朋幹（ピアノ）

オーケストラ S席 ¥6,400 ¥4,200 ¥2,200

MW-20016
2021/2/19
2021/2/20

（金）
（土）

名古屋
愛知県芸術劇場コンサー
トホール

定期演奏会＜生誕250年記念　トリ
ビュート・トゥ・ベートーヴェン＞シリーズ
第487回＜対話＞

名古屋フィルハーモニー交響楽団／
川瀬賢太郎（指揮・名フィル正指揮
者）

オーケストラ S席 ¥6,400 ¥4,200 ¥2,200

MW-20017
2021/3/12
2021/3/13

（金）
（土）

名古屋
愛知県芸術劇場コンサー
トホール

定期演奏会＜生誕250年記念　トリ
ビュート・トゥ・ベートーヴェン＞シリーズ
第488回＜後継＞

名古屋フィルハーモニー交響楽団／
小泉和裕 指揮・名フィル音楽監督）

オーケストラ S席 ¥6,400 ¥4,200 ¥2,200

～　株主様　公演チケット優待　対象公演リスト　2020年度～

株主様　公演チケット優待についての弊社お問い合わせ先
株式会社MARUWA　株主優待「公演チケット優待」係

電話番号：0561-51-0800　時間　平日10:00～17:00

公演日 一般価格

（2020年8月31日更新）

名フィル・チケットガイド
TEL：052-339-5666

（平日　9：00～17：30）
www.nagoya-phil.or.jp



【重要】新型コロナウィルスの影響で多くの公演が中止・延期となっております。公演情報は各問い合わせ先にてご確認くださいますようお願い申し上げます。

公演No. 開催地 会場 公演名 アーティスト ジャンル 優待価格
ｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸ

金額
チケット問い合わせ先公演日 一般価格

MW-20020 2020/8/7 （金） 名古屋
日本特殊陶業市民会館
フォレストホール

市民会館名曲シリーズ＜ボヘミアン・ク
ラシックス＞
第73回＜ボヘミアン・クラシックスⅢ＞

名古屋フィルハーモニー交響楽団／川
瀬賢太郎（指揮・名フィル正指揮者）

オーケストラ S席 ¥5,200 ¥3,600 ¥1,600

MW-20021 2020/10/15 （木） 名古屋
日本特殊陶業市民会館
フォレストホール

市民会館名曲シリーズ＜ボヘミアン・ク
ラシックス＞
第74回＜ボヘミアン・クラシックスⅣ＞

名古屋フィルハーモニー交響楽団／ヴァ
シリー・シナイスキー（指揮）

オーケストラ S席 ¥5,200 ¥3,600 ¥1,600

MW-20022 2021/1/15 （金） 名古屋
日本特殊陶業市民会館
フォレストホール

市民会館名曲シリーズ＜ボヘミアン・ク
ラシックス＞
第75回＜ボヘミアン・クラシックスⅤ＞

名古屋フィルハーモニー交響楽団／小
泉和裕（指揮・名フィル音楽監督）／金川
真弓（ヴァイオリン）

オーケストラ S席 ¥5,200 ¥3,600 ¥1,600

MW-20024 2021/1/9 （土） 名古屋
三井住友海上しらかわ
ホール

しらかわシリーズ
Vol.36　＜鈴木秀美のウィーン＞

名古屋フィルハーモニー交響楽団／
鈴木秀美（指揮）／中江早希（ソプラ
ノ）／中嶋克彦（テノール）

オーケストラ S席 ¥5,200 ¥3,600 ¥1,600

MW-20026 2020/8/28 （金） 名古屋
愛知県芸術劇場コンサー
トホール

特別演奏会
平日午後のオーケストラVol.6

名古屋フィルハーモニー交響楽団／
川瀬賢太郎（指揮）

オーケストラ S席 ¥5,200 ¥3,600 ¥1,600

MW-20027 2020/9/27 （日） 名古屋
日本特殊陶業市民会館
フォレストホール

特別演奏会
名フィル・ウィンド・オーケストラ2020

名古屋フィルハーモニー交響楽団／須
川展也（指揮・サクソフォン）

吹奏楽 S席 ¥4,200 ¥3,100 ¥1,100

MW-20028 2020/12/18 （金） 名古屋
愛知県芸術劇場コンサー
トホール

特別演奏会
第九演奏会

名古屋フィルハーモニー交響楽団／川
瀬賢太郎（指揮・名フィル正指揮者）／三
宅理恵（ソプラノ）／石井藍（メゾ・ソプラ
ノ）／宮里直樹（テノール）／宮本益光
（バリトン）／愛知県合唱連盟（合唱）

オーケストラ
合唱

S席 ¥6,400 ¥4,200 ¥2,200

MW-20029 2020/12/24 （木） 名古屋
愛知県芸術劇場コンサー
トホール

特別演奏会
クリスマス・スペシャル・コンサート2020
＜ジョン・ウィリアムズ・ワンダラス・ワー
ルド！＞

名古屋フィルハーモニー交響楽団／原
田慶太楼（指揮）／林裕人（テューバ／
名フィル奏者）

オーケストラ S席 ¥6,400 ¥4,200 ¥2,200

MW-20030 2021/2/6 （土） 豊田市 豊田市コンサートホール
特別演奏会
豊田市コンサートホール・シリーズ
Vol.10 ＜名曲＞

名古屋フィルハーモニー交響楽団／小
泉和裕（指揮・名フィル音楽監督）／金子
三勇士（ピアノ）／豊田市ジュニアオーケ
ストラ（共演）

オーケストラ S席 ¥5,200 ¥3,600 ¥1,600

MW-20031 2021/3/3 （水） 名古屋
愛知県芸術劇場コンサー
トホール

特別演奏会
平日午後のオーケストラVol.7
＜没後100年記念・令和3年3月3日はサ
ン＝サーンス3番の日＞

名古屋フィルハーモニー交響楽団／円
光寺雅彦（指揮）／荒井優利奈（ヴァイオ
リン）／都築由理江（オルガン）

オーケストラ S席 ¥5,200 ¥3,600 ¥1,600

MW-20032 2021/3/14 （火） 東京 サントリーホール
特別演奏会
東京特別公演

名古屋フィルハーモニー交響楽団／小
泉和裕（指揮／名フィル音楽監督）

オーケストラ S席 ¥6,400 ¥4,200 ¥2,200

名フィル・チケットガイド
TEL：052-339-5666

（平日　9：00～17：30）
www.nagoya-phil.or.jp



【重要】新型コロナウィルスの影響で多くの公演が中止・延期となっております。公演情報は各問い合わせ先にてご確認くださいますようお願い申し上げます。

公演No. 開催地 会場 公演名 アーティスト ジャンル 優待価格
ｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸ

金額
チケット問い合わせ先公演日 一般価格

MW-20092 2020/9/18 （金） 大阪 いずみホール
ボリス・ベレゾフスキー ピアノ・リサイ
タル

ピアノ： ボリス・ベレゾフスキー ピアノ S席 ¥6,000 ¥4,000 ¥2,000

MW-20093 2020/9/20 （日） 名古屋 しらかわホール
ボリス・ベレゾフスキー ピアノ・リサイ
タル

ピアノ： ボリス・ベレゾフスキー ピアノ S席 ¥6,000 ¥4,000 ¥2,000

MW-20039 2020/9/23 （水） 東京
東京オペラシティ コン
サートホール

ボリス・ベレゾフスキー ピアノ・リサイ
タル

ピアノ： ボリス・ベレゾフスキー ピアノ S席 ¥6,000 ¥4,000 ¥2,000

MW-20094 2020/9/29 （火） 東京
東京芸術劇場コンサート
ホール

東京芸術劇場 海外オーケストラシリー
ズ
TDKオーケストラコンサート2020
ラトル＆ロンドン交響楽団

オーケストラ： ロンドン交響楽団
指揮： サイモン･ラトル
ソプラノ： エルザ･ドライジグ
メゾソプラノ： エリーザベト･クールマン
合唱： 首都圏音大合同コーラス

オーケストラ
合唱

S席 ¥32,000 ¥27,000 ¥5,000

MW-20040 2020/9/30 （水） 東京 サントリーホール ロンドン交響楽団
オーケストラ： ロンドン交響楽団
指揮： サー・サイモン・ラトル

オーケストラ S席 ¥32,000 ¥27,000 ¥5,000

MW-20041 2020/10/1 （木） 東京 サントリーホール ロンドン交響楽団

オーケストラ： ロンドン交響楽団
指揮： サー・サイモン・ラトル
バリトン： ジェラルド・フィンリー
メゾ・ソプラノ： リナ・シャハム

オーケストラ S席 ¥32,000 ¥27,000 ¥5,000

MW-20042 2020/10/26 （月） 東京 サントリーホール パリ管弦楽団
オーケストラ： パリ管弦楽団
指揮： トゥガン・ソヒエフ
ヴァイオリン： ギル・シャハム

オーケストラ S席 ¥26,000 ¥21,000 ¥5,000

MW-20043 2020/11/16 （月） 東京
東京オペラシティ コンサート
ホール

アレクサンドル・カントロフ　ピアノ・リサイタル ピアノ： アレクサンドル・カントロフ ピアノ S席 ¥6,000 ¥4,000 ¥2,000

MW-20044 2021/2/19 （金） 東京 紀尾井ホール
ユリアンナ・アヴデーエワ ピアノ・リ
サイタル

ピアノ： ユリアンナ・アヴデーエワ ピアノ S席 ¥7,000 ¥4,500 ¥2,500

MW-20045
2021/2/27
2021/2/28

（土）
（日）

東京 サントリーホール
ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽
団

オーケストラ： ライプツィヒ・ゲヴァントハ
ウス管弦楽団
指揮： アンドリス・ネルソンス

オーケストラ S席 ¥32,000 ¥27,000 ¥5,000

MW-20046 2021/3/6 （土） 東京 サントリーホール
イーヴォ・ポゴレリッチ ピアノ・リサイ
タル

ピアノ： イーヴォ・ポゴレリッチ ピアノ S席 ¥13,000 ¥8,000 ¥5,000

MW-20047
2021/3/16
2021/3/17
2021/3/18

（火）
（水）
（木）

東京 サントリーホール ニューヨーク・フィルハーモニック
オーケストラ： ニューヨーク・フィルハーモ
ニック
指揮： ヤープ・ヴァン・ズヴェーデン

オーケストラ S席 ¥33,000 ¥28,000 ¥5,000

NEW MW-20091 2020/11/27 （金） 東京
東京オペラシティ コン
サートホール

小菅優 ピアノ・リサイタル
Four Elements Vol.4 Earth

ピアノ：小菅優 ピアノ 一般 ¥5,000 ¥3,500 ¥1,500

カジモト・イープラス
TEL：0570-06-9960

（毎日　10：00～18：00）
www.kajimotomusic.com

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止



【重要】新型コロナウィルスの影響で多くの公演が中止・延期となっております。公演情報は各問い合わせ先にてご確認くださいますようお願い申し上げます。

公演No. 開催地 会場 公演名 アーティスト ジャンル 優待価格
ｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸ

金額
チケット問い合わせ先公演日 一般価格

MW-20056 2020/5/4 （月・祝） 東京 東京文化会館 小ホール
ベートーヴェンへの旅 ピアノ・ソナタ全32
曲演奏会
Vol.6 東京公演 「告別」

コンスタンチン・リフシッツ(ピアノ) ピアノ S席 ¥6,500 ¥4,300 ¥2,200

MW-20057 2020/5/9 （土） 東京 サントリーホール

来年度公演の
ため対象外

MW-20060 2020/5/17 （日） 東京 サントリーホール
Road to 2027 仲道郁代 ピアノ・リサイタ
ル 音楽における十字架

 仲道郁代(ピアノ) ピアノ S席 ¥6,000 ¥4,000 ¥2,000

MW-20062 2020/5/25 （月） 東京
東京オペラシティ コン
サートホール

チョ・ソンジン ピアノ・リサイタル  チョ・ソンジン(ピアノ) ピアノ S席 ¥7,500 ¥4,800 ¥2,700

来年度公演の
ため対象外

MW-20065 2020/6/7 （日） 東京 サントリーホール
千住真理子 デビュー45周年記念 ドラマ
ティック・コンチェルト

千住真理子(ヴァイオリン)／岩村力 (指
揮)／東京フィルハーモニー交響楽団

ヴァイオリン・
オーケストラ

S席 ¥8,500 ¥5,300 ¥3,200

来年度公演の
ため対象外

MW-20066 2020/6/11 （木） 東京 HAKUJU HALL 松本美和子 ソプラノ・リサイタル
松本美和子（ソプラノ）／椎野伸一 (ピア
ノ)

声楽 S席 ¥6,000 ¥4,000 ¥2,000

MW-20067 2020/6/12 （金） 東京 紀尾井ホール
寺田悦子＆渡邉規久雄 デュオ・ピアノ・
コンサート

寺田悦子(ピアノ)／渡邉規久雄 (ピアノ) ピアノ S席 ¥6,000 ¥4,000 ¥2,000

MW-20070 2020/7/14 （火） 東京 紀尾井ホール 松田華音 ピアノ・リサイタル 松田華音(ピアノ) ピアノ S席 ¥5,000 ¥3,500 ¥1,500

MW-20071
2020/11/26
2020/11/27

（木）
（金）

東京 東京文化会館 ボリショイ・バレエ 「スパルタクス」 詳細は特設サイト参照ください バレエ S席 ¥27,000 ¥22,000 ¥5,000

MW-20072
2020/11/28
2020/11/29
2020/12/1

（土）
（日）
（火）

東京 東京文化会館 ボリショイ・バレエ 「白鳥の湖」
http://www.japanarts.co.jp/Bolshoi/i
ndex.html

バレエ S席 ¥27,000 ¥22,000 ¥5,000

MW-20073
2020/12/3
2020/12/4
2020/12/6

（木）
（金）
（日）

東京 東京文化会館
ボリショイ・バレエ「ボリショイのすべ
て～プレミアム・エディション」

優待価格は公演価格の5,000円割引 バレエ S席 ¥27,000 ¥22,000 ¥5,000

NEW MW-20092 2020/9/19 （土） 東京
東京オペラシティコンサート
ホール

藤田真央　ピアノ・リサイタル追加公演 藤田真央(ピアノ) ピアノ S席 ¥5,000 ¥3,500 ¥1,500

NEW MW-20093 2020/10/21 （水） 東京
東京オペラシティ コンサート
ホール

長谷川陽子&加羽沢美濃　デュオ・リサイタル 長谷川陽子(チェロ)／加羽沢美濃(ピアノ) チェロ・ピアノ 全席指定 ¥5,500 ¥3,800 ¥1,700

NEW MW-20094 2020/11/10 （火） 東京
東京オペラシティ コンサート
ホール

演奏生活60周年　舘野泉　ピアノ・リサイ
タル「悦楽の園」

舘野泉（ピアノ） ピアノ S席 ¥6,000 ¥4,000 ¥2,000

NEW MW-20095 2020/11/12 （木） 東京
東京オペラシティ コンサート
ホール

澤畑恵美・矢部達哉・横山幸雄が贈る
『午後の優雅な時間』

澤畑恵美(ソプラノ)／矢部達哉(ヴァイオリン)
／横山幸雄(ピアノ)

ソプラノ・ヴァイ
オリン・ピアノ

全席指定 ¥6,000 ¥4,000 ¥2,000

2日通し券 ¥16,000 ¥11,000 ¥5,000

1日通し券 ¥10,000 ¥6,000 ¥4,000

NEW MW-20097 2020/12/6 （日） 東京
東京オペラシティ コンサート
ホール

デビュー４５周年記念　千住真理子 千住真理子（ヴァイオリン） ヴァイオリン S席 ¥6,000 ¥4,000 ¥2,000

NEW MW-20096
2020/12/5
2020/12/6

（土）
（日）

東京 東京文化会館 大ホール
横山幸雄　ベートーヴェン　ピアノ・ソナタ
全３２曲連続演奏会

横山幸雄(ピアノ) ピアノ

上原彩子(ピアノ)／近藤嘉宏 (ピアノ)／中野
翔太(ピアノ)／松永貴志 (ピアノ）／金子三勇
士(ピアノ)【5/9東京公演のみ出演】／福間洸
太朗(ピアノ,Piano)【6/20横浜公演のみ出演】
／高橋克典 (司会)／金子奈緒(司会)

ピアノ ¥4,900 ¥2,900
ららら♪クラシックコンサート Vol.8 「4
手6手ピアノ特集」～夢の競演でたど
る音楽史～

S席 ¥7,800

ジャパン･アーツ
TEL：0570-03-1122

（毎日　10：00～18：00）
www.japanarts.co.jp

2021/5/30（日）延期

2020/12/25（金）延期

2021/5/22（土）延期

2021/4/17（土）延期

2020/11/5（木）延期

2021/2/2（火）延期

中止

中止

中止

2020/8/17（月）延期

2021年に延期

http://www.japanarts.co.jp/Bolshoi/index.html
http://www.japanarts.co.jp/Bolshoi/index.html


【重要】新型コロナウィルスの影響で多くの公演が中止・延期となっております。公演情報は各問い合わせ先にてご確認くださいますようお願い申し上げます。

公演No. 開催地 会場 公演名 アーティスト ジャンル 優待価格
ｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸ

金額
チケット問い合わせ先公演日 一般価格

MW-20074 2020/4/11 （土） 名古屋
愛知県芸術劇場コンサー
トホール

牛田智大　ピアノ･リサイタル 牛田智大（ピアノ） ピアノ 全席指定 ¥4,000 ¥3,000 ¥1,000

MW-20081
2020/9/11
2020/9/12
2020/9/13

（金）
（土）
（日）

名古屋
愛知県芸術劇場大ホー
ル

鼓童×ロベール・ルパージュ＜
NOVA＞

＜太鼓芸能集団 鼓童＞石塚充、中込健
太、草洋介、住吉佑太、鶴見龍馬、米山
水木、大塚勇渡、三浦友恵、北林玲央、
小平一誠、渡辺ちひろ、小野田太陽／ロ
ベール・ルパージュ（演出）

太鼓・映像 S席 ¥9,500 ¥5,800 ¥3,700

MW-20082 2020/9/12 （土） 名古屋
日本特殊陶業市民会館
ビレッジホール

TSUKEMEN
TAIRIK(Vn) ／ SUGURU(Pf) ／
KENTA(Vn)

室内楽 全席指定 ¥5,500 ¥3,800 ¥1,700

MW-20083 2020/10/1 （木） 名古屋
愛知県芸術劇場コンサー
トホール

第38回名古屋クラシックフェスティバル
リッカルド・シャイー指揮
スカラ・フィルハーモニー管弦楽団

リッカルド・シャイー（指揮）／スカラ・
フィルハーモニー管弦楽団

オーケストラ S席 ¥30,000 ¥25,000 ¥5,000

MW-20084 2020/10/17 （土） 名古屋
愛知県芸術劇場コンサー
トホール

第38回名古屋クラシックフェスティバル
ナタリー・デセイ＆フィリップカサール
デュオ・リサイタル

 ナタリー・デセイ (ソプラノ)／フィリッ
プ・カサール(ピアノ)

声楽・ピアノ S席 ¥12,000 ¥7,000 ¥5,000

MW-20085 2020/10/31 （土） 名古屋
愛知県芸術劇場コンサー
トホール

第38回名古屋クラシックフェスティバル
イツァーク・パールマン

イツァーク・パールマン（ヴァイオリン） ヴァイオリン S席 ¥20,000 ¥15,000 ¥5,000

MW-20086 2020/11/3 （火・祝） 名古屋
愛知県芸術劇場コンサー
トホール

第38回名古屋クラシックフェスティバル
ユンディ・リ　デビュー３０周年

ユンディ・リ（ピアノ） ピアノ S席 ¥15,000 ¥10,000 ¥5,000

MW-20087 2020/11/11 （水） 名古屋
愛知県芸術劇場コンサー
トホール

第38回名古屋クラシックフェスティバル
ディアナ・ダムラウ

 ディアナ・ダムラウ(ソプラノ)
／ニコラ・テステ((バス・バリトン)

声楽 S席 ¥21,000 ¥16,000 ¥5,000

MW-20088 2020/11/15 （日） 名古屋
愛知県芸術劇場大ホー
ル

第38回名古屋クラシックフェスティバル
バーリ歌劇場「アイーダ」 ラダメス：ホセ･クーラ（テノール） オペラ S席 ¥32,000 ¥27,000 ¥5,000

MW-20089 2020/11/28 （土） 名古屋
愛知県芸術劇場コンサー
トホール

第38回名古屋クラシックフェスティバル
シュトゥットガルト室内管弦楽団 シュトゥットガルト室内管弦楽団 室内楽 S席 ¥8,500 ¥5,300 ¥3,200

MW-20090 2021/1/9 （土） 名古屋
愛知県芸術劇場大ホー
ル

第38回名古屋クラシックフェスティバル
キエフ・バレエ「ドン・キホーテ」

タラス･シェフチェンコ記念ウクライナ
国立バレエ

バレエ S席 ¥16,000 ¥11,000 ¥5,000

中京テレビ事業
TEL 052-588-4477

（平日　11：00～17：00）

2020/12/1（火）延期

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止


