
【対象となる株主様】

2021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。 （2021年9月3日現在）

【重要】公演チケット優待のキャッシュバックにはチケット半券が必要です。チケット予約の際には必ず紙チケットをご選択ください。（ＱＲチケットの印刷では無効となります。）

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 CB金額 チケット問い合わせ先

MW-21001
2021/4/23
2021/4/24

（金）
（土）

定期演奏会
 第489回　〈沼尻竜典のショスタコーヴィチ#11〉

沼尻竜典（指揮）
神尾真由子（ヴァイオリン）

オーケストラ S席 ¥6,400 ¥4,200 ¥2,200

MW-21002
2021/5/14
2021/5/15

（金）
（土）

定期演奏会
第490回　〈カサドシュのフレンチ〉

ジャン＝クロード・カサドシュ（指揮）
トーマス・エンコ（ピアノ

オーケストラ S席 ¥6,400 ¥4,200 ¥2,200

MW-21003
2021/6/11
2021/6/12

（金）
（土）

定期演奏会
第491回　〈大植英次のバーンスタイン〉

大植英次（指揮）カニサレス（ギター）
盛田麻央（ソプラノ）原田圭（バリトン）
岡崎混声合唱団，愛知県立岡崎高等学校コーラス部
（合唱）
近藤惠子（合唱指揮）

オーケストラ
合唱

S席 ¥6,400 ¥4,200 ¥2,200

MW-21004
2021/7/9
2021/7/10

（金）
（土）

定期演奏会
第492回　〈小泉和裕のシェーンベルク〉

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

MW-21005
2021/9/10
2021/9/11

（金）
（土）

定期演奏会
第493回　〈小泉和裕のブルックナー〉

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

出演者変更 MW-21006
2021/10/8
2021/10/9

（金）
（土）

定期演奏会
第494回

大植英次（指揮） オーケストラ S席 ¥6,400 ¥4,200 ¥2,200

MW-21007
2021/11/19
2021/11/20

（金）
（土）

定期演奏会
第495回　〈小泉和裕のフランク〉

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

MW-21008
2021/12/10
2021/12/11

（金）
（土）

定期演奏会
第496回　〈川瀬賢太郎のロット〉

川瀬賢太郎（指揮／名フィル正指揮者）
葵トリオ（ピアノ三重奏）

オーケストラ S席 ¥6,400 ¥4,200 ¥2,200

MW-21009
2022/1/21
2022/1/22

（金）
（土）

定期演奏会
第497回　〈小泉和裕のチャイコフスキー〉

小泉和裕（指揮／名フィル音楽監督）
アンドレイ・コロベイニコフ（ピアノ）

オーケストラ S席 ¥6,400 ¥4,200 ¥2,200

MW-21010
2022/2/18
2022/2/19

（金）
（土）

定期演奏会
第498回　〈パターソンのフレンチ＆ロシアン〉

ジェフリー・パターソン（指揮）
阪田知樹（ピアノ）

オーケストラ S席 ¥6,400 ¥4,200 ¥2,200

MW-21011
2022/3/11
2022/3/12

（金）
（土）

定期演奏会
第499回　〈井上道義のショスタコーヴィチ#8〉

井上道義（指揮）
佐藤晴真（チェロ

オーケストラ S席 ¥6,400 ¥4,200 ¥2,200

MW-21012 2021/4/7 （水）
市民会館名曲シリーズ
第76回　〈小泉和裕のマイ・フェイヴァリット・ピース〉

小泉和裕（指揮／名フィル音楽監督） オーケストラ
プラチナ

S席
\7,900
\5,200

\5,000
\3,600

￥2,900
￥1,600

MW-21013 2021/7/15 （木）
市民会館名曲シリーズ
第77回　〈リクエスト・コンサート第2弾〉

川瀬賢太郎（指揮／名フィル正指揮者）
菊池洋子（ピアノ）

オーケストラ
プラチナ

S席
\7,900
\5,200

\5,000
\3,600

￥2,900
￥1,600

出演者変更 MW-21014 2021/8/30 （月）
市民会館名曲シリーズ
第78回　〈下野竜也のイタリアン・マスターピース〉

下野竜也（指揮）、髙木凜々子（ヴァイオリン） オーケストラ
プラチナ

S席
\7,900
\5,200

\5,000
\3,600

￥2,900
￥1,600

MW-21015 2022/1/14 （金）
市民会館名曲シリーズ
第79回　〈世界が注目する新鋭ソリストたちとの三大協
奏曲〉

円光寺雅彦（指揮）富田心（ヴァイオリン）
アナスタシア・コベキナ（チェロ）
アンドレイ・ググニン（ピアノ）

オーケストラ
プラチナ

S席
\7,900
\5,200

\5,000
\3,600

￥2,900
￥1,600

～　株主様　公演チケット優待　対象公演リスト　2021年度～

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

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

公演日 一般価格

株式会社MARUWA　株主優待「公演チケット優待」係

電話番号：0561-51-0841　時間　平日10:00～17:00

名古屋

愛知県芸術劇場コンサートホール

日本特殊陶業市民会館フォレストホール
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MW-21016 2022/3/31 （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
第80回　〈愛知県立芸術大学＋名フィル スペシャル・
ジョイント・コンサート／川瀬賢太郎の三大バレエ〉

川瀬賢太郎（指揮／名フィル正指揮者）
愛知県立芸術大学管弦楽団（管弦楽共演）

オーケストラ
プラチナ

S席
\7,900
\5,200

\5,000
\3,600

￥2,900
￥1,600

MW-21017 2021/5/29 （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.11　〈カジュアル
／IL DEVU＋名フィル スペシャル・コンサート〉

IL DEVU（イル・デーヴ）河原忠之（指揮・ピアノ）
望月哲也，大槻孝志（テノール）青山貴（バリトン）
山下浩司（バス・バリトン）

オーケストラ S席 ¥5,200 ¥3,600 ¥1,600

MW-21018 2021/6/19 （土） 名古屋 三井住友海上しらかわホール
特別演奏会
しらかわシリーズVol.37　〈創立55周年記念 鈴木秀美
の55〉

鈴木秀美（指揮・チェロ）
荒井英治（第1ヴァイオリン／名フィル首席客演コン
サートマスター）
米田誠一（第2ヴァイオリン／名フィル アシスタント・コ
ンサートマスター）
石橋直子（ヴィオラ／名フィル首席奏者）

オーケストラ S席 ¥5,200 ¥3,600 ¥1,600

MW-21019 2021/8/18 （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.8

坂入健司郎（指揮）
堀江裕介（サクソフォーン）

オーケストラ
セレクトプラチナ

プラチナ
S席

\10,500
\7,900
\5,200

\6,300
\5,000
\3,600

\4,200
\2,900
\1,600

MW-21020
2021/12/17
2021/12/18

（金）
（土）

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

小泉和裕（指揮／名フィル音楽監督）
並河寿美（ソプラノ）福原寿美枝（メゾ・ソプラノ）
吉田浩之（テノール）山下浩司（バス・バリトン）
愛知県合唱連盟（合唱）

オーケストラ
セレクトプラチナ

プラチナ
S席

\12,600
\9,500
\6,400

\7,600
\5,800
\4,200

\5,000
\3,700
\2,200

MW-21021 2021/12/24 （金） 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

ボブ佐久間（指揮・編曲） オーケストラ
セレクトプラチナ

プラチナ
S席

\12,600
\9,500
\6,400

\7,600
\5,800
\4,200

\5,000
\3,700
\2,200

MW-21022 2022/1/24 （月） 東京 サントリーホール
特別演奏会
東京特別公演

小泉和裕（指揮／名フィル音楽監督）
アンドレイ・コロベイニコフ（ピアノ）

オーケストラ S席 ¥6,400 ¥4,200 ¥2,200

MW-21023 2022/2/26 （土） 名古屋 三井住友海上しらかわホール
特別演奏会
しらかわシリーズVol.38　〈シェレンベルガーのモーツァ
ルト＆R.シュトラウス〉

ハンスイェルク・シェレンベルガー（指揮・オーボエ）
ロバート・ボルショス（クラリネット／名フィル首席奏者）
安土真弓（ホルン／名フィル首席奏者）
ゲオルギ・シャシコフ（ファゴット／名フィル首席奏者）

オーケストラ S席 ¥5,200 ¥3,600 ¥1,600

MW-21024 2022/3/5 （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.12　〈名曲／尾
高忠明のチャイコフスキー〉

尾高忠明（指揮）
シモーネ・ラムスマ（ヴァイオリン）
豊田市ジュニアオーケストラ（管弦楽共演）

オーケストラ S席 ¥5,200 ¥3,600 ¥1,600

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
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MW-21025 2021/4/29 (木) 東京 紀尾井ホール
伊藤恵 ピアノ・リサイタル
春をはこぶコンサート ふたたび「ベートーヴェンの作品
を中心に」 Vol.3

伊藤恵 ピアノ S席 ¥5,000 ¥3,500 ¥1,500

NEW MW-21083 2022/3/13 （日） 愛知 愛知県芸術劇場コンサートホール
テオドール・クルレンツィス指揮
ムジカエテルナ
日本ツアー2022

ムジカエテルナ管弦楽団
芸術監督：テオドール・クルレンツィス

管弦楽団
S席
A席

￥25,000
￥21,000

￥20,000
￥16,000

いずれも
￥5,000

NEW MW-21084 2022/3/15 （火） 京都 京都コンサートホール
テオドール・クルレンツィス指揮
ムジカエテルナ
日本ツアー2022

ムジカエテルナ管弦楽団
芸術監督：テオドール・クルレンツィス

管弦楽団
S席
A席

￥25,000
￥21,000

￥20,000
￥16,000

いずれも
￥5,000

NEW MW-21085 2022/3/17 （木） 東京 サントリーホール
テオドール・クルレンツィス指揮
ムジカエテルナ
日本ツアー2022

ムジカエテルナ管弦楽団
芸術監督：テオドール・クルレンツィス

管弦楽団
S席
A席

￥25,000
￥21,000

￥20,000
￥16,000

いずれも
￥5,000

NEW MW-21086 2022/3/18 （金） 東京 サントリーホール
テオドール・クルレンツィス指揮
ムジカエテルナ
日本ツアー2022

ムジカエテルナ管弦楽団
芸術監督：テオドール・クルレンツィス

管弦楽団
S席
A席

￥25,000
￥21,000

￥20,000
￥16,000

いずれも
￥5,000

カジモト・イープラス
TEL：0570-06-9960

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



【対象となる株主様】

2021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。 （2021年9月3日現在）

【重要】公演チケット優待のキャッシュバックにはチケット半券が必要です。チケット予約の際には必ず紙チケットをご選択ください。（ＱＲチケットの印刷では無効となります。）

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 CB金額 チケット問い合わせ先

～　株主様　公演チケット優待　対象公演リスト　2021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

公演日 一般価格

株式会社MARUWA　株主優待「公演チケット優待」係

電話番号：0561-51-0841　時間　平日10:00～17:00

MW-21026 1日通し券 ¥10,000 ¥6,000 ¥4,000

MW-21027
プレミアム
1日通し券

¥12,000 ¥7,000 ¥5,000

振替公演 MW-21028
2021/5/10

2022/2/21へ
振替

（月） 東京
サントリーホール
東京オペラシティコンサートホール

国際音楽祭NIPPON2020
尾高忠明(指揮)、NHK交響楽団、諏訪内晶子(ヴァイオ
リン/芸術監督)

オーケストラ、
ヴァイオリン

S席 ¥9,000 ¥5,500 ¥3,500

MW-21029 2021/5/17 （月） 東京 東京オペラシティ コンサートホール

アフタヌーン・コンサート・シリーズ 2021-2022 前期
Vol.1
錦織健 テノール・リサイタル ｢日本の歌だけを歌う｣
【2020年5/20振替公演】

錦織健 (テノール) , 多田聡子 (ピアノ) 声楽 S席 ¥5,500 ¥3,800 ¥1,700

MW-21030 2021/5/22 （土） 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【2020年6/7振替公演】

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

NEW MW-21087 2021/9/1 (水) 東京 東京オペラシティ コンサートホール
アフタヌーン・コンサート・シリーズ 2021-2022 前期
鈴木優人 オルガン・リサイタル

鈴木優人　Masato Suzuki (オルガン, Organ) パイプオルガン 全席指定 ¥5,000 ¥3,500 ¥1,500

NEW MW-21088 2021/9/7 (火) 東京 東京オペラシティ コンサートホール サンダーバード55周年シネマコンサート ～世界の人の命を守る科学と勇気の物語～
西村友 (指揮, Conductor) ,東京佼成ウインドオーケス
トラ ,【ゲスト出演】松永貴志 (ピアノ / 作曲, Piano /
Composer) ,【ゲスト出演】フォレスタ (コーラス, chorus)

オーケストラ S席 ¥8,000 ¥5,000 ¥3,000

NEW MW-21089 2021/9/12 (日) 東京 東京オペラシティ コンサートホール
～愛と平和への祈りをこめて Vol.11～
森麻季 ソプラノ・リサイタル　虹の彼方に

森麻季　Maki Mori (ソプラノ, Soprano) ,山岸茂人
Shigeto Yamagishi (ピアノ, Piano)

声楽 S席 ¥6,000 ¥4,000 ¥2,000

NEW MW-21090 2021/9/14 (火) 東京 Hakuju Hall

＜プラチナ・コンサート・シリーズ Vol.8＞
バロックからモダンまで　チェロの魅力を楽しむ至極の
ひととき
上村文乃 チェロ・リサイタル

上村文乃　Ayano Kamimura (チェロ, Cello) ,安宅薫
Kaoru Yasumi (ピアノ, Piano) ,村井智　Satoru Murai
(チェロ/賛助出演, Cello)

チェロ 全席指定 ¥5,000 ¥3,500 ¥1,500

NEW MW-21091 2021/9/23 (木・祝) 東京 東京オペラシティ コンサートホール
さらなる深化へ、新たなる始動 ―
横山幸雄 ＜デビュー30周年＞ ピアノ・リサイタル ベー
トーヴェン・プラス Vol.7

横山幸雄　Yukio Yokoyama (ピアノ,Piano) ピアノ
SS席
S席

￥12,000
￥9,000

\7,000
¥5,500

¥5,000
\3,500

NEW MW-21092 2021/10/14 (木) 東京 サントリーホール
飛翔する若き巨匠の現在(いま)を聴くー
阪田知樹 ピアノ・リサイタル

阪田知樹 Tomoki Sakata (ピアノ, Piano) ピアノ S席 ¥4,000 ¥3,000 ¥1,000

NEW MW-21093 2021/10/22 (金) 東京 東京文化会館 小ホール
彼のための音楽を彼が弾くー舘野泉にささげられた作
品による
舘野泉 ピアノ・リサイタル

舘野泉 Izumi Tateno (ピアノ, Piano) ピアノ S席 ¥6,000 ¥4,000 ¥2,000

NEW MW-21094 2021/10/23 (土) 東京 東京文化会館 小ホール
The Road to 2027 仲道郁代 ピアノ・リサイタル 幻想曲
の模様 ― 心のかけらの万華鏡

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

NEW MW-21095 2021/10/26 (火) 神奈川 ミューザ川崎シンフォニーホール
待望の来日ついに決定！至高のピアニズムとの再会
の時間(とき) ─
ラファウ・ブレハッチ ピアノ・リサイタル

ラファウ・ブレハッチ　Rafał Blechacz (ピアノ, Piano) ピアノ S席 ¥8,000 ¥5,000 ¥3,000

NEW MW-21096 2021/10/28 (木) 東京 東京オペラシティ コンサートホール
待望の来日ついに決定！至高のピアニズムとの再会
の時間(とき) ─
ラファウ・ブレハッチ ピアノ・リサイタル

ラファウ・ブレハッチ　Rafał Blechacz (ピアノ, Piano) ピアノ S席 ¥8,000 ¥5,000 ¥3,000

2021/5/5 （水祝） 東京 東京オペラシティ コンサートホール
ショパン ― 孤高の天才の人生と作品を追う ―
横山幸雄 “入魂のショパン” Vol.12

横山幸雄 ピアノ

ジャパン･アーツ
TEL：0570-03-1122

（毎日　10：00～18：00）
www.japanarts.co.jp



【対象となる株主様】

2021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。 （2021年9月3日現在）

【重要】公演チケット優待のキャッシュバックにはチケット半券が必要です。チケット予約の際には必ず紙チケットをご選択ください。（ＱＲチケットの印刷では無効となります。）

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 CB金額 チケット問い合わせ先

～　株主様　公演チケット優待　対象公演リスト　2021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

公演日 一般価格

株式会社MARUWA　株主優待「公演チケット優待」係

電話番号：0561-51-0841　時間　平日10:00～17:00

MW-21031 2021/4/3 （土） 名古屋 愛知県芸術劇場コンサートホール “ブラバン・ディズニー！” コンサート 2021
指揮者:オリタノボッタ
演奏:シエナ・ウインド・オーケストラ
司会・歌:綿引さやか

オーケストラ 全席指定 ¥6,800 ¥4,400 ¥2,400

振替公演 MW-21032
2021/5/22
2021/12/12

延期振替公演
（土） 名古屋 三井住友海上しらかわホール

加古隆クァルテット
結成10周年記念コンサート
～組曲「映像の世紀」～

ピアノ：加古隆
ヴァイオリン：相川麻里子
ヴィオラ：南かおり
チェロ：植木昭雄

四重奏 全席指定
\7,150（前売り）
\7,650（当日）

¥4,850 ¥2,800

MW-21033 2021/5/29 （土） 名古屋 愛知県芸術劇場大ホール ディズニー・オン・クラシック 〜夢とまほうの贈りもの

THE ORCHESTRA JAPAN／オーケストラ・ジャパン
ヴォーカリスト/Vocalists
ささきフランチェスコ（ナビゲーター）／Francesco
Sasaki

オーケストラ S席 ¥8,900 ¥5,500 ¥3,400

MW-21034 2021/7/22 （木祝） 三重 三重県文化会館 小ホール
coba　solo tour 2020 The Accordion　三重公演（振替
公演）

coba(アコーディオン) アコーディオン 全席指定 ¥5,500 ¥3,800 ¥1,700

MW-21035 2021/7/23 （金祝） 岐阜
バロー文化ホール 小ホール（多治見市文化
会館）

coba　solo tour 2020 The Accordion　岐阜公演（振替
公演）

coba(アコーディオン) アコーディオン 全席指定 ¥5,500 ¥3,800 ¥1,700

MW-21036 2021/7/24 （土） 名古屋 三井住友海上しらかわホール
coba　solo tour 2020 The Accordion　愛知公演（振替
公演）

coba(アコーディオン) アコーディオン 全席指定 ¥5,500 ¥3,800 ¥1,700

NEW MW-21097
2021/8/27
2021/8/28
2021/8/29

（金）
（土）
（日）

名古屋 愛知県芸術劇場大ホール 丸美屋食品ミュージカル アニー 名古屋公演 ミュージカル
S席
A席

\8,700
\6,900

¥5,400
¥4,500

¥3,300
¥2,400

NEW MW-21098 2021/10/3 (日) 名古屋 三井住友海上しらかわホール
外山啓介
オール･ベートーヴェン　ピアノ･リサイタル

外山啓介 ピアノ S席 ¥5,500 ¥3,800 ¥1,700

NEW MW-21099

2021/10/8
2021/10/9
2021/10/10
2021/12/11
2021/12/12

(金)
(土)
(日)
(土)
(日)

名古屋 愛知県芸術劇場 大ホール
ディズニー・オン・クラシック～まほうの夜の音楽会
2021
Music Forever ～永遠に続く“愛”

オーケストラ

S席
A席
B席
SS席

\8,900
\7,600
\6,300

\12,000

¥5,500
¥4,800
¥4,200
¥7,000

¥3,400
¥2,800
¥2,100
¥5,000

NEW MW-21100 2021/10/30 (土) 名古屋
愛知県芸術劇場
コンサートホール

第39回名古屋クラシックフェスティバル

ラファウ・ブレハッチ　ピアノ・リサイタル
ピアノ

S席
A席
B席
C席

\8,500
\7,500
\6,500
\5,500

¥5,300
¥4,800
¥4,300
¥3,800

¥3,200
¥2,700
¥2,200
¥1,700

NEW MW-21101 2021/11/4 (木) 名古屋
愛知県芸術劇場
コンサートホール

第39回名古屋クラシックフェスティバル

リッカルド・ムーティ指揮
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

オーケストラ

S席
A席
B席
C席
D席

\41,000
\35,000
\29,000
\24,000
\19,000

¥36,000
¥30,000
¥24,000
¥19,000
¥14,000

¥5,000
¥5,000
¥5,000
¥5,000
¥5,000

NEW MW-21102 2022/2/4 (金) 名古屋
愛知県芸術劇場
コンサートホール

第39回名古屋クラシックフェスティバル

樫本大進＆エリック・ル・サージュ
ピアノ

S席
A席
B席
C席

\9,000
\8,000
\7,000
\6,000

¥5,500
¥5,000
¥4,500
¥4,000

¥3,500
¥3,000
\2,500
\2,000

中京テレビ事業
TEL 052-588-4477

（平日　11：00～17：00）



【対象となる株主様】

2021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。 （2021年9月3日現在）

【重要】公演チケット優待のキャッシュバックにはチケット半券が必要です。チケット予約の際には必ず紙チケットをご選択ください。（ＱＲチケットの印刷では無効となります。）

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 CB金額 チケット問い合わせ先

～　株主様　公演チケット優待　対象公演リスト　2021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

公演日 一般価格

株式会社MARUWA　株主優待「公演チケット優待」係

電話番号：0561-51-0841　時間　平日10:00～17:00

MW-21037 ＪＲ東日本四季劇場［秋］（浜松町・竹芝） オペラ座の怪人　東京 S席 ◎ - -

MW-21038 電通四季劇場［海］ アラジン　東京 S席 ★ - -

S席 ¥11,000 ¥6,500 ¥4,500

S席（会員） ¥9,900 ¥6,000 ¥3,900

S席 ¥12,100 ¥7,100 ¥5,000

S席（会員） ¥11,000 ¥6,500 ¥4,500

S席 ◎ - -

S席（会員） ◎ - -

S席 ¥11,000 ¥6,500 ¥4,500

S席（会員） ¥9,900 ¥6,000 ¥3,900

S席 ◎ - -

S席（会員） ◎ - -

S席 ¥11,000 ¥6,500 ¥4,500

S席（会員） ¥9,900 ¥6,000 ¥3,900

MW-21045 ＪＲ東日本四季劇場［秋］（浜松町・竹芝） オペラ座の怪人　東京 S席 ◎ - -

MW-21046 電通四季劇場［海］ アラジン　東京 S席 ★ - -

S席 ¥11,000 ¥6,500 ¥4,500

S席（会員） ¥9,900 ¥6,000 ¥3,900

S席 ¥12,100 ¥7,100 ¥5,000

S席（会員） ¥11,000 ¥6,500 ¥4,500

S席 ◎ - -

S席（会員） ◎ - -

S席 ¥11,000 ¥6,500 ¥4,500

S席（会員） ¥9,900 ¥6,000 ¥3,900

S席 ◎ - -

S席（会員） ◎ - -

S席 ¥11,000 ¥6,500 ¥4,500

S席（会員） ¥9,900 ¥6,000 ¥3,900

MW-21053 ＪＲ東日本四季劇場［秋］（浜松町・竹芝） オペラ座の怪人　東京 S席 ◎ - -

MW-21054 電通四季劇場［海］ アラジン　東京 S席 ★ - -

S席 ¥11,000 ¥6,500 ¥4,500

S席（会員） ¥9,900 ¥6,000 ¥3,900

S席 ¥12,100 ¥7,100 ¥5,000

S席（会員） ¥11,000 ¥6,500 ¥4,500

S席 ◎ - -

S席（会員） ◎ - -

S席 ◎ - -

S席（会員） ◎ - -

MW-21059 ＪＲ東日本四季劇場［秋］（浜松町・竹芝） オペラ座の怪人　東京 S席 ◎ - -

MW-21060 電通四季劇場［海］ アラジン　東京 S席 ★ - -

S席 ◎ - -

S席（会員） ◎ - -

NEW MW-21103 名古屋 名古屋四季劇場 ライオンキング　名古屋 S席 ◎ - -

NEW MW-21104 福岡 キャナルシティ劇場 キャッツ　福岡 S席 ◎ - -

MW-21049

ライオンキング　東京

MW-21047 ライオンキング　東京

名古屋 名古屋四季劇場 ライオンキング　名古屋

MW-21050

MW-21055

MW-21061 大阪 大阪四季劇場 リトルマーメイド　大阪

MW-21048 キャッツ・シアター キャッツ　東京

MW-21056 キャッツ・シアター キャッツ　東京

MW-21057 名古屋 名古屋四季劇場 ライオンキング　名古屋

MW-21051 大阪 大阪四季劇場 リトルマーメイド　大阪

MW-21052 福岡 キャナルシティ劇場
ロボット・イン・ザ・ガーデン
福岡

2021年6月

東京 四季劇場［夏］

MW-21058 大阪 大阪四季劇場

MW-21044 福岡 キャナルシティ劇場
ロボット・イン・ザ・ガーデン
福岡

MW-21041 名古屋 名古屋四季劇場 ライオンキング　名古屋

MW-21042 京都 マンマ・ミーア！　京都

MW-21043 大阪四季劇場

MW-21039 四季劇場［夏］ ライオンキング　東京

MW-21040 キャッツ・シアター キャッツ　東京

京都劇場

東京

2021年4月

東京

東京

京都 京都劇場

大阪 リトルマーメイド　大阪

四季劇場［夏］

リトルマーメイド　大阪

マンマ・ミーア！　京都

劇団四季

劇団四季チケット予約
に関するお問合せ

0570-008-110
【受付時間】10:00～17:00

https://www.shiki.jp/tickets/
※紙チケットを選択ください

※新型コロナウイルス感染症対応
のため、ご来場の皆様に衛生対策
のご協力をお願いしております。下
記URLより、感染症対応の内容を
ご確認いただいた上でご予約をお

願いいたします。
https://www.shiki.jp/navi/info/ren

ewinfo/033135.html

ミュージカル

2021年7月

2021年5月

★◎・・・

2021年4月以降の

新料金体系は末尾を

ご参照ください。



【対象となる株主様】

2021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。 （2021年9月3日現在）

【重要】公演チケット優待のキャッシュバックにはチケット半券が必要です。チケット予約の際には必ず紙チケットをご選択ください。（ＱＲチケットの印刷では無効となります。）

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 CB金額 チケット問い合わせ先

～　株主様　公演チケット優待　対象公演リスト　2021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

公演日 一般価格

株式会社MARUWA　株主優待「公演チケット優待」係

電話番号：0561-51-0841　時間　平日10:00～17:00

MW-21062 ＪＲ東日本四季劇場［秋］（浜松町・竹芝） オペラ座の怪人　東京 S席 ◎ - -

MW-21063 電通四季劇場［海］ アラジン　東京 S席 ★ - -

NEW MW-21105 名古屋 名古屋四季劇場 ライオンキング　名古屋 S席 ◎ - -

NEW MW-21106 大阪 大阪四季劇場 リトルマーメイド　大阪 S席 ◎ - -

NEW MW-21107 福岡 キャナルシティ劇場 キャッツ　福岡 S席 ◎ - -

MW-21064 東京 電通四季劇場［海］ アラジン　東京 S席 ★ - -

NEW MW-21108 ＪＲ東日本四季劇場［秋］（浜松町・竹芝） オペラ座の怪人　東京 S席 ◎ - -

NEW MW-21109 有明四季劇場 ライオンキング　東京 S席 ◎ - -

NEW MW-21110 名古屋 名古屋四季劇場 ライオンキング　名古屋 S席 ◎ - -

NEW MW-21111 大阪 大阪四季劇場 リトルマーメイド　大阪 S席 ◎ - -

NEW MW-21112 福岡 キャナルシティ劇場 キャッツ　福岡 S席 ◎ - -

NEW MW-21113 電通四季劇場［海］ アラジン　東京 S席 ★ - -

NEW MW-21114 ＪＲ東日本四季劇場［秋］（浜松町・竹芝） オペラ座の怪人　東京 S席 ◎ - -

NEW MW-21115 有明四季劇場 ライオンキング　東京 S席 ◎ - -

NEW MW-21116 名古屋 名古屋四季劇場 ライオンキング　名古屋 S席 ◎ - -

NEW MW-21117 大阪 大阪四季劇場 リトルマーメイド　大阪 S席 ◎ - -

NEW MW-21118 福岡 キャナルシティ劇場 キャッツ　福岡 S席 ◎ - -

NEW MW-21119 電通四季劇場［海］ アラジン　東京 S席 ★ - -

NEW MW-21120 ＪＲ東日本四季劇場［秋］（浜松町・竹芝） オペラ座の怪人　東京 S席 ◎ - -

NEW MW-21121 有明四季劇場 ライオンキング　東京 S席 ◎ - -

NEW MW-21122 名古屋 名古屋四季劇場 ライオンキング　名古屋 S席 ◎ - -

NEW MW-21123 大阪 大阪四季劇場 リトルマーメイド　大阪 S席 ◎ - -

NEW MW-21124 福岡 キャナルシティ劇場 キャッツ　福岡 S席 ◎ - -

NEW MW-21125 電通四季劇場［海］ アラジン　東京 S席 ★ - -

NEW MW-21126 ＪＲ東日本四季劇場［秋］（浜松町・竹芝） オペラ座の怪人　東京 S席 ◎ - -

NEW MW-21127 有明四季劇場 ライオンキング　東京 S席 ◎ - -

NEW MW-21128 名古屋 名古屋四季劇場 ライオンキング　名古屋 S席 ◎ - -

NEW MW-21129 福岡 キャナルシティ劇場 キャッツ　福岡 S席 ◎ - -

NEW MW-21130 電通四季劇場［海］ アラジン　東京 S席 ★ - -

NEW MW-21131 ＪＲ東日本四季劇場［秋］（浜松町・竹芝） オペラ座の怪人　東京 S席 ◎ - -

NEW MW-21132 有明四季劇場 ライオンキング　東京 S席 ◎ - -

NEW MW-21133 福岡 キャナルシティ劇場 キャッツ　福岡 S席 ◎ - -

NEW MW-21134 東京 電通四季劇場［海］ アラジン　東京 S席 ★ - -

NEW MW-21135 東京 電通四季劇場［海］ アラジン　東京 S席 ★ - -

東京

東京

2022年1月
東京

2022年2月

2022年3月

東京

2021年10月

東京

2021年11月

東京

劇団四季 ミュージカル

劇団四季チケット予約
に関するお問合せ

0570-008-110
【受付時間】10:00～17:00

https://www.shiki.jp/tickets/
※紙チケットを選択ください

※新型コロナウイルス感染症対応
のため、ご来場の皆様に衛生対策
のご協力をお願いしております。下
記URLより、感染症対応の内容を
ご確認いただいた上でご予約をお

願いいたします。
https://www.shiki.jp/navi/info/ren

ewinfo/033135.html

2021年8月

2021年9月

2021年12月

★◎・・・

2021年4月以降の

新料金体系は末尾を

ご参照ください。



【対象となる株主様】

2021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。 （2021年9月3日現在）

【重要】公演チケット優待のキャッシュバックにはチケット半券が必要です。チケット予約の際には必ず紙チケットをご選択ください。（ＱＲチケットの印刷では無効となります。）

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 CB金額 チケット問い合わせ先

～　株主様　公演チケット優待　対象公演リスト　2021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

公演日 一般価格

株式会社MARUWA　株主優待「公演チケット優待」係

電話番号：0561-51-0841　時間　平日10:00～17:00

MW-21065 神奈川 相模女子大学グリーンホール

MW-21066 埼玉 サンシティ越谷市民ホール・大ホール

MW-21067 東京 八王子市民会館

MW-21068 群馬 昌賢学園まえばしホール・大ホール

MW-21069 栃木 栃木県総合文化センター・メインホール

MW-21070 神奈川 ハーモニーホール座間大ホール

MW-21071 埼玉 川口総合文化センターリリアメインホール

MW-21072 神奈川 茅ヶ崎市民文化会館大ホール

MW-21073 東京 府中の森芸術劇場どりーむホール

MW-21074 千葉 浦安市文化会館大ホール

MW-21075 千葉 千葉県文化会館大ホール

MW-21076 埼玉 所沢文化センターミューズマーキー

MW-21077 北海道 旭川市民文化会館大ホール

MW-21078 北海道
カナモトホール（札幌市民ホール）
大ホール

MW-21079 北海道 コーチャンフォー釧路文化大ホール

MW-21080 北海道 音更町文化センター大ホール

MW-21081 鹿児島 川商ホール（鹿児島市民文化ホール第1）

MW-21082 宮崎 延岡総合文化センター大ホール

NEW MW-21136 全国 各会場
 The Bridge～歌の架け橋～

全国
Ｓ席 (会員）

¥9,900
（¥8,800）

￥6,000
（￥5,400）

￥3,900
（￥3,400）

NEW MW-21137 東京 自由劇場
はじまりの樹の神話～こそあどの森の物語～

東京
一般

（会員）
￥6,600
￥5,500

¥3,800 ¥1,700

NEW MW-21138 全国 各会場
はじまりの樹の神話～こそあどの森の物語～

全国
SS席またはS席

料金は公演地
によって異なり
ます。SS席また
はS席であり、
かつチケット価
格4,000円以上
の席について優
待の対象です。
詳しくは劇団四
季
https://www.shi
ki.jp/applause/h
ajimari/
よりご確認くださ
い。

★◎ 新料金体系（2021年4月～）

会員 一般

★ピーク ¥5,000 ¥5,000

★レギュラー ¥4,500 ¥5,000

★バリュー ¥3,900 ¥4,500

ピーク料金：土曜・日曜・祝日の15：30以前に開演する公演
バリュー料金：平日の夜公演
レギュラー料金：その他の公演

◎ピーク
◎レギュラー
◎バリュー

￥11,000（￥12,100）
￥9,900（¥11,000）
\8,800（¥9,900）

\4,500
¥3,900
¥3,400

\5,000
¥4,500
¥3,900

2021/4/16

2021/4/18

2021/4/20

2021/4/22～23

2021/4/29

2021/5/3～4

¥6,000
（¥5,400）

¥3,900
（¥3400）

2021/6/26

2021/6/27

2021/5/15

2021/5/18

2021/5/20～23

2021/5/25

2021/5/27

2021/5/6

2021/5/8

Ｓ席
(会員）

¥9,900
（¥8,800）

『リトルマーメイド』
大阪公演

『アラジン』
東京公演

￥12,100（￥13,200）

￥11,000（￥12,100）

￥9,900（￥11,000）

『オペラ座の怪人』
東京公演

『ライオンキング』
名古屋公演

公演名 料金名
S席チケット代金 キャッシュバック金額

会員料金（一般）

2021/5/10
The Bridge ～歌の架け橋～

全国
2021/5/11

2021/5/12

2021/6/29～9/30

2021年8月

2021/9/12～
2022/3/14

『ライオンキング』
東京公演

『キャッツ』
福岡公演

劇団四季 ミュージカル

劇団四季チケット予約
に関するお問合せ

0570-008-110
【受付時間】10:00～17:00

https://www.shiki.jp/tickets/
※紙チケットを選択ください

※新型コロナウイルス感染症対応
のため、ご来場の皆様に衛生対策
のご協力をお願いしております。下
記URLより、感染症対応の内容を
ご確認いただいた上でご予約をお

願いいたします。
https://www.shiki.jp/navi/info/ren

ewinfo/033135.html

★◎・・・

2021年4月以降の

新料金体系は末尾を

ご参照ください。


