
【対象となる株主様】

2019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。
・チケット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。

公演No. 開催地 会場 公演名 アーティスト ジャンル チケット問い合わせ先

MW-1912 2019 年 4/11(木) 名古屋
日本特殊陶業市民会館フォ
レストホール

第66回市民会館名曲シリーズ＜ロシアン・フェスティヴァルⅠ＞
名フィル/小泉和裕(指揮)/米元響子（ヴァイオ
リン） オーケストラ

プラチナ
席

7,700 円 4,800 円

MW-1901 2019 年
4/19(金) 
4/20(土) 

名古屋
愛知県芸術劇場コンサート
ホール

第467回定期演奏会＜未完の傑作＞
名フィル/マックス・ポンマー（指揮）/アレシュ・
バールタ（オルガン）/中村恵理（ソプラノ）/富
岡明子（アルト）/鈴木准（テノール）ほか

オーケストラ S席 7,200 円 4,600 円

MW-1919 2019 年 5/11(土) 豊田 豊田市コンサートホール 豊田市コンサートホール・シリーズ Vol. 7 ＜カジュアル＞
名フィル/竹本泰蔵（指揮）/小堀勝啓（司会）/
植村太郎（ヴァイオリン）/徳岡めぐみ（オルガ
ン）

オーケストラ S席 5,100 円 3,500 円

MW-1902 2019 年
5/24(金) 
5/25(土)

名古屋
愛知県芸術劇場コンサート
ホール

第468回定期演奏会＜最後の傑作＞
名フィル/カーチュン・ウォン（指揮）/ルオシャ・
ファン（ヴィオラ）

オーケストラ S席 6,200 円 4,100 円

MW-1913 2019 年 6/6(木) 名古屋
日本特殊陶業市民会館フォ
レストホール

第67回市民会館名曲シリーズ＜ロシアン・フェスティヴァルⅡ＞
名フィル/川瀬賢太郎（指揮）/ディヴィッド・クー
パー（ホルン）

オーケストラ
プラチナ

席
7,700 円 4,800 円

MW-1903 2019 年
6/14(金)
6/15(土) 

名古屋
愛知県芸術劇場コンサート
ホール

第469回定期演奏会＜危機の傑作＞
名フィル/小泉和裕 （指揮）/クララ＝ジュミ・カ
ン（ヴァイオリン）

オーケストラ S席 6,200 円 4,100 円

MW-1904 2019 年
7/5(金) 
7/6(土) 

名古屋
愛知県芸術劇場コンサート
ホール

第470回定期演奏会＜晩成の傑作＞
名フィル/マーティン・ブラビンズ（指揮）/ジャ
ン・チャクムル（ピアノ）

オーケストラ S席 6,200 円 4,100 円

MW-1914 2019 年 7/18(木) 名古屋
日本特殊陶業市民会館フォ
レストホール

第68回市民会館名曲シリーズ＜ロシアン・フェスティヴァルⅢ＞ 名フィル/外山雄三（指揮）/津田裕也（ピアノ） オーケストラ
プラチナ

席
7,700 円 4,800 円

MW-1920 2019 年 7/26(金) 名古屋
愛知県芸術劇場コンサート
ホール

オービック・スペシャル・コンサート2019
名フィル/小林研一郎 （指揮）/南紫音（ヴァイ
オリン）/朝岡聡 （司会）

オーケストラ
プラチナ

席
7,700 円 4,800 円

MW-1921 2019 年 8/27(火) 名古屋
愛知県芸術劇場コンサート
ホール

平日午後のコンサート Vol.4
名フィル/円光寺雅彦（指揮）/青木尚佳（ヴァイ
オリン）

オーケストラ
プラチナ

席
7,700 円 4,800 円

MW-1905 2019 年
9/6(金) 
9/7(土) 

名古屋
愛知県芸術劇場コンサート
ホール

第471回定期演奏会＜敬愛の傑作＞ 名フィル/小泉和裕 （指揮） オーケストラ S席 6,200 円 4,100 円

MW-1917 2019 年 9/16(月) 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.33＜三井住友海上しらかわホール リニューアル・オープン記
念／鈴木秀美のモーツァルト＞

名フィル/鈴木秀美（指揮）/中江早希（ソプラ
ノ）

オーケストラ S席 5,100 円 3,500 円

MW-1922 2019 年 9/21(土) 名古屋
日本特殊陶業市民会館フォ
レストホール

名フィル・ウィンド・オーケストラ2019
名フィル/大井剛史 （指揮）/宮本弦（トランペッ
ト）

オーケストラ
プラチナ

席
6,200 円 4,800 円

MW-1915 2019 年 9/27(金) 名古屋
日本特殊陶業市民会館フォ
レストホール

第69回市民会館名曲シリーズ＜ロシアン・フェスティヴァルⅣ＞
名フィル/小泉和裕 （指揮）/フレディ・ケンプ
（ピアノ）

オーケストラ
プラチナ

席
7,700 円 4,800 円

MW-1906 2019 年
10/11(金)
10/12(土)

名古屋
愛知県芸術劇場コンサート
ホール

第472回定期演奏会＜最大の傑作＞
名フィル/ハインツ・ホリガー（指揮）/サラ・ウェ
ゲナー（ソプラノ）

オーケストラ S席 7,200 円 4,600 円

MW-1907 2019 年
11/15(金)
11/16(土) 

名古屋
愛知県芸術劇場コンサート
ホール

第473回定期演奏会＜破天荒の傑作／ベルリオーズ没後150周年記念＞
名フィル/小泉和裕 （指揮）/オーガスティン・
ハーデリッヒ（ヴァイオリン）

オーケストラ S席 7,200 円 4,600 円

MW-1923 2019 年 11/19(火) 東京
東京オペラシティコンサート
ホール

東京特別公演
名フィル/小泉和裕 （指揮）/アウグスティン・
ハーデリッヒ（ヴァイオリン）

オーケストラ S席 6,200 円 4,100 円

MW-1924 2019 年
12/13(金)
12/14(土)

名古屋
愛知県芸術劇場コンサート
ホール

第九演奏会

名フィル/小泉和裕 （指揮）/安井陽子（ソプラ
ノ）/金子美香（メゾ・ソプラノ）/福井敬（テノー
ル）/妻屋秀和（バス）/愛知県合唱連盟 （合
唱）

オーケストラ
合唱

プラチナ
席

9,300 円 5,600 円

公演日 チケット一般価格 優待価格

～　株主様　公演チケット優待　対象公演リスト　2019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

（2019年10月10日現在）★追加公演

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



公演No. 開催地 会場 公演名 アーティスト ジャンル チケット問い合わせ先公演日 チケット一般価格 優待価格

MW-1925 2019 年 12/17(火) 名古屋
愛知県芸術劇場コンサート
ホール

クリスマス・スペシャル・コンサート2019
名フィル/大井剛史 （指揮）/すぎやまこういち
（ゲスト）

オーケストラ
プラチナ

席
7,700 円 4,800 円

MW-1908 2019 年
12/6(金) 
12/7(土) 

名古屋
愛知県芸術劇場コンサート
ホール

第474回定期演奏会＜舞踊の傑作＞
名フィル/シルヴァン・カンブルラン（指揮）/藤
木大地（カウンターテナー）/野田清隆（ピアノ）

オーケストラ S席 7,200 円 4,600 円

MW-1909 2020 年
1/17(金)
1/18(土) 

名古屋
愛知県芸術劇場コンサート
ホール

第475回定期演奏会＜畢生の傑作／日本音楽財団ストラディヴァリウス・シリーズ7
「ロード・アイレスフォード」＞

名フィル/沼尻竜典（指揮）/パブロ・フェランデ
ス（チェロ）

オーケストラ S席 6,200 円 4,100 円

MW-1918 2020 年 1/9(木) 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.34＜シェレンベルガーのシュトラウス＞
名フィル/ハンスイェルク・シェレンベルガー（指
揮・オーボエ）

オーケストラ S席 5,100 円 3,500 円

MW-1926 2020 年 2/1(土) 豊田 豊田市コンサートホール
豊田市コンサートホール・シリーズ Vol. 8 ＜名曲／日本音楽財団ストラディヴァリウ
ス・シリーズ8「ムンツ」＞

名フィル/大植英次（指揮）/有希・マヌエラ・ヤ
ンケ（ヴァイオリン）/豊田市ジュニアオーケスト
ラ（共演）

オーケストラ S席 5,100 円 3,500 円

MW-1910 2020 年
2/21(金)
2/22(土)

名古屋
愛知県芸術劇場コンサート
ホール

第476回定期演奏会＜集大成の傑作＞ 名フィル/小泉和裕 （指揮） オーケストラ S席 6,200 円 4,100 円

MW-1927 2020 年 2/27(木) 名古屋
愛知県芸術劇場コンサート
ホール

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
名フィル/尾高忠明（指揮）/愛知県立芸術大学
管弦楽団（共演）

オーケストラ
プラチナ

席
7,700 円 4,800 円

MW-1928 2020 年 3/4(水) 名古屋
愛知県芸術劇場コンサート
ホール

平日午後のコンサート Vol.5
名フィル/ベアトリーチェ・ヴェネツィ（指揮）/ス
ヴェトリン・ルセフ（ヴァイオリン）

オーケストラ
プラチナ

席
7,700 円 4,800 円

MW-1911 2020 年 3/13(金) 名古屋
愛知県芸術劇場コンサート
ホール

第477回定期演奏会＜オマージュの傑作＞
名フィル/川瀬賢太郎（指揮）/菊池洋子（ピア
ノ）

オーケストラ S席 6,200 円 4,100 円

MW-1916 2019 年 3/18(水) 名古屋
日本特殊陶業市民会館フォ
レストホール

第70回市民会館名曲シリーズ＜ロシアン・フェスティヴァルⅤ＞
名フィル/ロベルト・フォレス・ベセス（指揮）/吉
野直子（ハープ）

オーケストラ
プラチナ

席
7,700 円 4,800 円

MW-1929 2019 年 4/14（金） 名古屋
愛知県芸術劇場コンサート
ホール

第42回名古屋国際音楽祭
ジョナサン・ノット指揮　スイス・ロマンド管弦楽団

ジョナサン・ノット（指揮）/辻彩奈（ヴァイオリン）
/スイスロマンド管弦楽団

オーケストラ S席 15,000 円 10,000 円

MW-1930 2019 年 4/27（金） 名古屋
愛知県芸術劇場コンサート
ホール

第42回名古屋国際音楽祭
パーヴォ・ヤルヴィ指揮　エストニア・フェスティバル管弦楽団

パーヴォ・ヤルヴィ（指揮）/五嶋みどり（ヴァイ
オリン）/エストニアフェスティバル管弦楽団

オーケストラ S席 18,000 円 13,000 円

MW-1931 2019 年 5/16（木） 名古屋
愛知県芸術劇場コンサート
ホール

第42回名古屋国際音楽祭
ミッシャ・マイスキー　チェロリサイタル

ミッシャ・マイスキー（チェロ）/リリー・マイス
キー（ピアノ）

チェロリサイタル S席 9,000 円 5,500 円

MW-1932 2019 年 6/15（土） 名古屋 愛知県芸術劇場大ホール
第42回名古屋国際音楽祭
ボローニャ歌劇場　ヴェルディ：歌劇「リゴレット」（言語上演・日本語字幕付）

リゴレット：アルベルト・ガザーレ
ジルダ：デジレ・ランカトーレ
マントヴァ公爵：セルソ・アルベロ

オペラ S席 34,000 円 29,000 円

MW-1933 2019 年 6/23（日） 名古屋
愛知県芸術劇場コンサート
ホール

第42回名古屋国際音楽祭
ミハイル・プレトニョフ　ピアノリサイタル

ミハイル・プレトニョフ（ピアノ） ピアノリサイタル S席 9,000 円 5,500 円

MW-1934 2019 年 7/7（日） 名古屋
愛知県芸術劇場コンサート
ホール

第42回名古屋国際音楽祭
ベルリン・コンツェルトハウス管弦楽団

エリアフ・インバル（指揮）/ベルリンコンツェルト
ハウス管弦楽団

オーケストラ S席 15,000 円 10,000 円

MW-1935 2019 年 4/14（日） 名古屋
愛知県芸術劇場コンサート
ホール

ディズニー・ワールドビート

リーダー：ブラッド・ケリー/バンド：Brad Kelley
Big Band/ヴォーカリスト：Mandy Dickson、
Cassie Brandi、LaVance Colley、April
Nelson/MC：アイクぬわら（超新塾）

ディズニージャズ SS席 12,000 円 7,000 円

MW-1937 2019 年 5/15（水） 名古屋
愛知県芸術劇場コンサート
ホール

秋川雅史　聴いてよくわかるクラシック２ 秋川雅史/小島さやか（ピアノ） 声楽 S席 5,500 円 3,700 円

MW-1936 2019 年 5/6（月） 名古屋 名古屋市芸術創造センター 加古隆コンサート2019　－ピアノと私－ 加古隆（ピアノ） ピアノ 指定 6,500 円 4,200 円

MW-1938 2019 年
6/5（水）～
6/9（日）

名古屋 愛知県芸術劇場大ホール ブルーマングループ　WOLRD TOUR IN JAPAN ブルーマン（パフォーマンス） パフォーマンス S席 9,500 円 5,700 円

中京テレビ事業
TEL 052-588-4477
（平日　10：00～17：00）

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

アイチケット
TEL：0570-00-5310
（月～土　10：00～17：00）
www.clanago.com/i-ticket



公演No. 開催地 会場 公演名 アーティスト ジャンル チケット問い合わせ先公演日 チケット一般価格 優待価格

MW-1939 2019 年 6/9（日） 名古屋 中電ホール スギテツ
スギテツ：杉浦哲郎（ピアノ）岡田鉄平（ヴァイオ
リン）/小泉 悠（ヴァイオリン）/石橋直子（ヴィオ
ラ）/幸田有哉（チェロ）

クラシック 指定 5,000 円 3,500 円

MW-1940 2019 年 6/27（木） 名古屋
愛知県芸術劇場コンサート
ホール

フジコ・ヘミング　ピアノ・リサイタル フジコ・ヘミング（ピアノ） ピアノ S席 12,000 円 7,000 円

MW-1941 2019 年 7/7（日） 名古屋
日本特殊陶業市民会館フォ
レストホール

ブラバン・ディズニー！コンサート
オリタノボッタ（指揮者）/綿引さやか（ＭＣ）/シ
エナ・ウインド・オーケストラ（演奏）

吹奏楽ディズニー S席 7,500 円 4,700 円

MW-1942 2019 年 7/18（木） 名古屋 愛知県芸術劇場大ホール ナプア・グレイグ with ハワイアン・フラ・ダンサーズ

歌・ウクレレ：ナプア・グレイグ（クムフラ）／フ
ラ：ハーラウ・ナ・レイ・カウマカ・オ・ウカ（ワヒネ
ダンサー）、シャリア・カマカオカラニ(ミス・アロ
ハ・フラ 2018)、マナラニ・イングリッシュ(ミス・ア
ロハ・フラ 2013)、ハーラウ・イ・カ・ヴェキウ（カ
ネダンサー）/演奏：ハワイアン・バンド

ハワイアン S席 7,500 円 4,700 円

MW-1943 2019 年 7/19（金） 名古屋
日本特殊陶業市民会館ビ
レッジホール

TSUKEMEN LIVE 2019 TAIRIKU(Vn.)／SUGURU(Pf.)／KENTA(Vn.) ヴァイオリン・ピアノ 指定 5,200 円 3,600 円

MW-1944 2019 年 7/21（日） 名古屋
愛知県芸術劇場コンサート
ホール

ロシア国立交響楽団
指揮：ヴァレリー・ポリャンスキー
オーケストラ：ロシア交響楽団

オーケストラ S席 11,000 円 6,500 円

MW-1945 2019 年
8/2（金）～
8/12（月）

名古屋 愛知県体育館 ディズニー・オン・アイス － ディズニー SS席 6,900 円 4,400 円

MW-1971 2019年 9/27(金) 名古屋
愛知県芸術劇場コンサート
ホール

第37回名古屋クラシックフェスティバル
酒井 茜＆マルタ・アルゲリッチ
ピアノデュオ・リサイタル

酒井 茜（ピアノ）／マルタ・アルゲリッチ（ピア
ノ）

ピアノ S席 21,000 円 16,000 円

MW-1972 2019年 10/13(日) 名古屋
愛知県芸術劇場コンサート
ホール

第37回名古屋クラシックフェスティバル
レザール・フロリサン
ヘンデル：オラトリオ「メサイア」

音楽監督・指揮：ウィリアム・クリスティ
オーケストラ＆合唱：レザール・フロリサン

オーケストラ・合唱 S席 16,000 円 11,000 円

MW-1973 2019年 10/19(土) 名古屋
愛知県芸術劇場コンサート
ホール

第37回名古屋クラシックフェスティバル
セミヨン・ビシュコフ 指揮
チェコ・フィルハーモニー管弦楽団

指揮：セミヨン・ビシュコフ
オーケストラ：チェコ・フィルハーモニー管弦楽
団

オーケストラ S席 21,000 円 16,000 円

MW-1974 2019年 10/25(金) 名古屋 愛知県芸術劇場大ホール
第37回名古屋クラシックフェスティバル
トリエステ･ヴェルディ歌劇場 「椿姫」
ソプラノ：デジレ・ランカトーレ

指揮：ファブリツィオ・マリア・カルミナーティ ／
デジレ・ランカトーレ(ソプラノ) ／ ジュリオ・ペッ
リグラ(テノール) / ドメニコ・バルツァーニ(バリト
ン) ほか

オペラ S席 25,000 円 20,000 円

MW-1975 2019年 11/ 7(木) 名古屋
愛知県芸術劇場コンサート
ホール

第37回名古屋クラシックフェスティバル
ウィーン・フィルハーモニー ウィーク イン ジャパン 2019
ダイワハウス　スペシャル
クリスティアン・ティーレマン 指揮
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

指揮：クリスティアン・ティーレマン
オーケストラ：ウィーン・フィルハーモニー管弦
楽団

オーケストラ S席 39,000 円 34,000 円

MW-1976 2019年 11/20(水) 名古屋
愛知県芸術劇場コンサート
ホール

第37回名古屋クラシックフェスティバル
パーヴォ・ヤルヴィ 指揮
ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団
ピアノ：ランラン

指揮：パーヴォ・ヤルヴィ
オーケストラ：ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦
楽団／ピアノ：ランラン

オーケストラ
ピアノ

S席 39,000 円 34,000 円

MW-1977 2020年 2/23(日) 名古屋
愛知県芸術劇場コンサート
ホール

第37回名古屋クラシックフェスティバル
アンネ＝ゾフィ・ムター
ヴァイオリン・リサイタル

アンネ＝ゾフィ・ムター（ヴァイオリン） ヴァイオリン S席 20,000 円 15,000 円

MW-1946 2019 年 4/18（木） 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
イル・デーヴ

イル・デーヴ コーラス 全席指定 5,000 円 3,500 円

MW-1947 2019 年 4/25（木） 東京 紀尾井ホール 河村尚子の「ハンマークラヴィーア」 河村尚子（ピアノ） ピアノ S席 6,000 円 4,000 円

MW-1948 2019 年
5/3（金）
5/4（土）

東京 サントリーホール ウィーン少年合唱団
ウィーン少年合唱団/マノロ・カニン（カペルマイ
スター）

合奏 S席 7,500 円 4,800 円

MW-1949 2019 年 5/29（水） 東京
東京芸術劇場コンサート
ホール

ウィーン少年合唱団
ウィーン少年合唱団/マノロ・カニン（カペルマイ
スター）

合奏 S席 7,000 円 4,500 円

中京テレビ事業
TEL 052-588-4477
（平日　10：00～17：00）

ジャパン･アーツ
TEL：0570-03-1122
（毎日　10：00～18：00）
www.japanarts.co.jp



公演No. 開催地 会場 公演名 アーティスト ジャンル チケット問い合わせ先公演日 チケット一般価格 優待価格

MW-1950 2019 年 5/3（金） 東京
東京オペラシティコンサート
ホール

横山幸雄“入魂のショパン”10周年記念』特別公演　ショパン全曲演奏会
横山幸雄（ピアノ）/矢部達哉（ヴァイオリン）/ト
リトン晴れた海のオーケストラ

ピアノ/オーケストラ S席 10,000 円 6,000 円

MW-1951 2019 年 5/4（土） 東京
東京オペラシティコンサート
ホール

横山幸雄“入魂のショパン”10周年記念』特別公演　ショパン全曲演奏会
横山幸雄（ピアノ）/矢部達哉（ヴァイオリン）/向
山佳絵子（チェロ）/黒木雪音（ピアノ）/アレクサ
ンドラ・クバス＝クリュク（ソプラノ）

ピアノ/室内楽/歌曲 S席 10,000 円 6,000 円

MW-1952 2019 年 5/5（日） 東京
東京オペラシティコンサート
ホール

横山幸雄“入魂のショパン”10周年記念』特別公演　ショパン全曲演奏会 横山幸雄（ピアノ） ピアノ S席 10,000 円 6,000 円

MW-1953 2019 年 6/17（月） 東京
東京オペラシティコンサート
ホール

ミハイル・プレトニョフ・ピアノ・リサイタル ミハイル・プレトニョフ（ピアノ） ピアノ S席 12,000 円 7,000 円

MW-1954 2019 年 7/3（水） 東京 サントリーホール ドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団
ミヒャエル・ザンデルリンク（首席指揮者）/ユリ
ア・フィッシャー（ヴァイオリン）

オーケストラ S席 15,000 円 10,000 円

MW-1955 2019 年 7/10（水） 東京
東京芸術劇場コンサート
ホール

ベルリン・コンツェルトハウス管弦楽団
エリアフ・インバル（指揮）/アリス＝紗良・オット
（ピアノ）

オーケストラ S席 16,000 円 11,000 円

MW-1956 2019 年 7/18（木） 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
金子三勇士ピアノ・リサイタル「ショパンVSリスト」

金子三勇士（ピアノ） ピアノ 全席指定 5,000 円 3,500 円

MW-1957 2019 年
7/18（木）
7/19（金）

東京 東京文化会館 演目：ロダン～魂を捧げた幻想 バレエ S席 16,000 円 11,000 円

MW-1958 2019 年
7/20（土）
7/21（日）

東京 東京文化会館 演目：アンナ・カレーニナ バレエ S席 16,000 円 11,000 円

MW-1959 2019 年 9/13（金） 東京
東京オペラシティコンサート
ホール

森麻季ソプラノ・リサイタル 森麻季（ソプラノ） 声楽 S席 6,000 円 4,000 円

MW-1960 2019 年 9/23（月） 東京
東京オペラシティコンサート
ホール

ルドルフ・ブッフビンダー　ピアノ・リサイタル ルドルフ・ブッフビンダー（ピアノ） ピアノ S席 6,000 円 4,000 円

MW-1961 2019 年 9/24（火） 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
千住真理子　アマデウスに恋して

千住真理子（ヴァイオリン）/川本嘉子（ヴィオ
ラ)/N響メンバーと仲間たち

室内楽
ヴァイオリン

全席指定 5,800 円 3,900 円

MW-1962 2019 年 9/24（火） 東京 サントリーホール 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 6,500 円 4,200 円

★ MW-1997 2019 年 10/22(火） 東京 サントリーホール
チェコ･フィル-新時代の幕開けを飾るチャイコフスキー 樫本大進との絆によって昇
華する輝く音世界

チェコ･フィルハーモニー管弦楽団/セミヨン･ビ
シュコフ(音楽監督･首席指揮者)/ 樫本大進
(ヴァイオリン)

オーケストラ S席 22,000 円 17,000 円

★ MW-1998 2019 年 10/28（月） 東京 サントリーホール チェコ･フィル-深い詩情で奏でる祖国への熱い思い！
チェコ･フィルハーモニー管弦楽団/セミヨン･ビ
シュコフ(音楽監督･首席指揮者)/ 樫本大進
(ヴァイオリン)

オーケストラ S席 20,000 円 15,000 円

★ MW-1999 2019 年
10/31（木）
11/2（土）

東京
東京芸術劇場コンサート
ホール
すみだトリフォニーホール

東京芸術劇場 Presents ブラスウィーク 2019
ブラック・ダイク・バンド

ニコラス・チャイルズ(ブラック･ダイク･バンド音
楽監督・首席指揮者/ブラック・ダイク・バンド／
朝岡聡 (司会)

ブラスバンド 全席指定 5,500 円 3,700 円

★ MW-19100 2019 年 11/2（土） 東京
東京芸術劇場コンサート
ホール

ラファウ・ブレハッチ(ピアノ) &ワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団／アンドレ
イ・ボレイコ(音楽&芸術監督・指揮)

ラファウ・ブレハッチ(ピアノ) /ワルシャワ国立
フィルハーモニー管弦楽団／アンドレイ・ボレイ
コ(音楽&芸術監督・指揮)

オーケストラ S席 16,000 円 11,000 円

★ MW-19101 2019 年 11/21（木） 東京
東京オペラシティコンサート
ホール

ケルン放送交響楽団
ケルン放送交響楽団/マレク･ヤノフスキ（指
揮）

オーケストラ S席 12,000 円 7,000 円

★ MW-19102 2019 年
11/30（土）
12/1（日）

東京 東京文化会館 チャイコフスキー・フェスティヴァル2019 歌劇「スペードの女王」<全3幕>
ワレリー・ゲルギエフ（指揮・マリインスキー歌
劇場芸術総監督）／マリインスキー歌劇場管
弦楽団・合唱団（管弦楽・合唱）

オペラ S席 42,000 円 37,000 円

★ MW-19103 2019 年 12/2（月） 東京 サントリーホール チャイコフスキー・フェスティヴァル2019 歌劇「マゼッパ」<全3幕>(コンサート形式)
ワレリー・ゲルギエフ（指揮・マリインスキー歌
劇場芸術総監督）／マリインスキー歌劇場管
弦楽団・合唱団（管弦楽・合唱）

オペラ S席 30,000 円 25,000 円

★ MW-19104 2019 年 12/3（火） 東京
東京オペラシティコンサート
ホール

ドレスデン国立歌劇場室内管弦楽団 クリスマスコンサート
ドレスデン国立歌劇場室内管弦楽団／ヘル
ムート・ブラニー（指揮）

オーケストラ S席 7,500 円 4,700 円

ジャパン･アーツ
TEL：0570-03-1122
（毎日　10：00～18：00）
www.japanarts.co.jp

エイフマン・バレエ



公演No. 開催地 会場 公演名 アーティスト ジャンル チケット問い合わせ先公演日 チケット一般価格 優待価格

★ MW-19105 2019 年
12/5（木）
12/6（金）
12/7（土）

東京
サントリーホール
東京文化会館
東京文化会館

チャイコフスキー・フェスティヴァル2019 マリインスキー歌劇場管弦楽団演奏会

指揮：ワレリー・ゲルギエフ
管弦楽：マリインスキー歌劇場管弦楽団
チェロ：アレクサンドル・ブズロフ(12/5)
ヴァイオリン：五嶋龍(12/6)
ピアノ：セルゲイ・ババヤン(12/7昼・夜)、辻井
伸行(12/7 昼)

オーケストラ S席

12/5・7夜
　　22,000
12/6・7昼
　　25,000

円

12/5・7夜
　　17,000
12/6・7昼
　　20,000

円

★ MW-19106 2020年 1/10（金） 東京
東京オペラシティコンサート
ホール

ウィーン・シェーンブルン宮殿オーケストラ ニューイヤー・コンサート

ヴィニシウス・カター(指揮)/ウィーン・シェーン
ブルン宮殿オーケストラ/ジェニファー・ラリー
(ソプラ)/ウォルフガング・シュヴァイガー(バリト
ン)/カタリーナ・ビラーハルト(バレエ)/イゴー
ル・ブルームベルク (バレエ)

オーケストラ
踊り

S席 7,500 円 #N/A 円

★ MW-19107 2020年
1/23（木）
1/28（火）
1/29（水）

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
フィルハーモニア管弦楽団

エサ＝ペッカ・サロネン(指揮)/トゥルルス・モル
ク(チェロ)/庄司 紗矢香(ヴァイオリン)/フィル
ハーモニア管弦楽団

オーケストラ S席
24,000
23,000

円
19,000
18,000

円

★ MW-19108 2020年 2/14（金） 東京
東京オペラシティコンサート
ホール

[国際音楽祭NIPPON 2020] 諏訪内晶子＆ニコラ・アンゲリッシュ デュオ・リサイタル
諏訪内晶子（ヴァイオリン）
ニコラ・アンゲリッシュ（ピアノ）

ヴァイオリン・ピアノ S席 8,000 円 5,000 円

★ MW-19109 2020年 3/8（日） 東京
東京オペラシティコンサート
ホール

[国際音楽祭NIPPON 2020] 諏訪内晶子プロデュース ベートーヴェン 室内楽マラソ
ンコンサート

諏訪内晶子（ヴァイオリン）/スヴェトリン・ルセ
フ（ヴァイオリン）/成田達輝（ヴァイオリン）/鈴
木康浩（ヴィオラ）/有田朋央（ヴィオラ）ほか

オーケストラ S席 20,000 円 15,000 円

★ MW-19110 2020年 3/10（火） 東京 サントリーホール
[国際音楽祭NIPPON 2020] ジャナンドレア・ノセダ指揮 ワシントン・ナショナル交響
楽団 (ヴァイオリン：諏訪内晶子)

ジャナンドレア・ノセダ（音楽監督・指揮）
ワシントン・ナショナル交響楽団
諏訪内晶子（ヴァイオリン）

オーケストラ S席 20,000 円 15,000 円

★ MW-19111 2020年
3/11（水）
3/13（金）

東京 紀尾井ホール
[国際音楽祭NIPPON 2020] 諏訪内晶子 室内楽プロジェクト Akiko Plays CLASSIC
& MODERN with Friends

諏訪内晶子（ヴァイオリン）/スヴェトリン･ルセ
フ（ヴァイオリン)/佐々木亮 （ヴィオラ）/アンリ・
ドゥマルケット（チェロ）/ホーヴァル･ギムセ（ピ
アノ）

室内楽 S席 8,000 円 5,000 円

MW-1963 2019 年 4/9（火） 東京 サントリーホール スイス・ロマンド管弦楽団＜東京公演＞
スイス・ロマンド管弦楽団/ジョナサン・ノット（指
揮）/ジャン=フレデリック・ヌーブルジェ（ピアノ）

オーケストラ S席 15,000 円 10,000 円

MW-1965 2019 年 5/28（火） 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＜東京公演＞
ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団/アンド
リス・ネルソンス（指揮）/バイバ・スクリデ（ヴァ
イオリン）

オーケストラ S席 32,000 円 27,000 円

MW-1966 2019 年 5/30（木） 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＜東京公演＞
ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団/アンド
リス・ネルソンス（指揮）

オーケストラ S席 32,000 円 27,000 円

MW-1970 2019 年 7/1（月） 東京 サントリーホール ベルギー王立リエージュ・フィルハーモニー管弦楽団＜東京公演＞
ベルギー王立リエージュ・フィルハーモニー管
弦楽団/クリスティアン・アルミンク（指揮）/小林
愛実（ピアノ）

オーケストラ S席 15,000 円 10,000 円

MW-1964 2019 年 4/14（日） 大阪 ザ・シンフォニーホール スイス・ロマンド管弦楽団＜大阪公演＞
スイス・ロマンド管弦楽団/ジョナサン・ノット（指
揮）/辻 彩奈（ヴァイオリン）

オーケストラ S席 14,000 円 9,000 円

MW-1967 2019 年 6/1（土） 兵庫
兵庫県立芸術文化センター
KOBELCO大ホール

ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団＜兵庫公演＞
ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団/アンド
リス・ネルソンス（指揮）/バイバ・スクリデ（ヴァ
イオリン）

オーケストラ S席 23,000 円 18,000 円

MW-1968 2019 年 6/2（日） 大阪 ザ・シンフォニーホール ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団＜大阪公演＞
ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団/アンド
リス・ネルソンス（指揮）/トーマス・ハンプソン
（バリトン）

オーケストラ S席 23,000 円 18,000 円

MW-1969 2019 年 6/29（土） 京都 京都コンサートホール ベルギー王立リエージュ・フィルハーモニー管弦楽団＜京都公演＞
ベルギー王立リエージュ・フィルハーモニー管
弦楽団/クリスティアン・アルミンク（指揮）/鈴木
大介（ギター）

オーケストラ S席 14,000 円 9,000 円

MW-1978 2019 年 10/2（水） 東京 サントリーホール イ・ムジチ合奏団 イ・ムジチ合奏団/天羽明恵(ソプラノ) 室内楽 S席 10,000 円 6,000 円

MW-1979 2019 年 10/15（火） 東京 紀尾井ホール
二コラ・アンゲリッシュ
ピアノ・リサイタル

二コラ・アンゲリッシュ(ピアノ) ピアノ
全席指

定
7,000 円 4,500 円

MW-1980 2019 年 10/21（月） 東京 紀尾井ホール
アレクセイ・ヴォロディン
ピアノ・リサイタル

アレクセイ・ヴォロディン(ピアノ) ピアノ
全席指

定
7,000 円 4,500 円

MW-1981 2019 年 11/4（月祝） 東京 サントリーホール フィラデルフィア管弦楽団
フィラデルフィア管弦楽団/ヤニック・ネゼ＝セ
ガン(指揮)/リサ・バティアシュヴィリ(ヴァイオリ
ン)

オーケストラ S席 32,000 円 27,000 円

MW-1982 2019 年 11/5（火） 東京 東京芸術劇場コンサート フィラデルフィア管弦楽団
フィラデルフィア管弦楽団/ヤニック・ネゼ＝セ
ガン(指揮)/ハオチェン・チャン(ピアノ)

オーケストラ S席 32,000 円 27,000 円

ジャパン･アーツ
TEL：0570-03-1122
（毎日　10：00～18：00）
www.japanarts.co.jp

カジモト・イープラス
TEL：0570-06-9960
（毎日　10：00～18：00）
www.kajimotomusic.com



公演No. 開催地 会場 公演名 アーティスト ジャンル チケット問い合わせ先公演日 チケット一般価格 優待価格

MW-1983 2019 年 11/13（水） 東京 すみだトリフォニーホール
ピーター・ゼルキン
ピアノ・リサイタル

ピーター・ゼルキン(ピアノ) ピアノ S席 7,000 円 4,500 円

MW-1984 2019 年 11/18（月） 東京 サントリーホール
ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団
富士電機スーパーコンサート

ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団/
パーヴォ・ヤルヴィ(指揮)/ラン・ラン(ピアノ)

オーケストラ S席 33,000 円 28,000 円

MW-1985 2019 年 11/19（火） 東京 サントリーホール
ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団
富士電機スーパーコンサート

ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団/
パーヴォ・ヤルヴィ(指揮)

オーケストラ S席 33,000 円 28,000 円

MW-1986 2019 年 11/22（金） 東京
ミューザ川崎シンフォニー
ホール

ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団
ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団/
パーヴォ・ヤルヴィ(指揮)/ラン・ラン(ピアノ)

オーケストラ S席 32,000 円 27,000 円

★ MW-1988 2020年 1/7（火） 東京 サントリーホール
ウィーン・リング・アンサンブル
ニューイヤー・コンサート 2020

ウィーン・リング・アンサンブル（室内楽） 室内楽 S席 9,000 円 5,500 円

★ MW-1989 2020年 1/21（火） 東京 サントリーホール
大阪フィルハーモニー交響楽団
第52回東京定期演奏会

大阪フィルハーモニー交響楽団/尾高 忠明（指
揮）/スティーヴン・イッサーリス（チェロ）

オーケストラ S席 6,000 円 4,000 円

★ MW-1990 2020年 2/7（金） 東京 サントリーホール
札幌交響楽団
東京公演2020

札幌交響楽団/マティアス・バーメルト（指揮）/
ディートリヒ・ヘンシェル（バリトン）

オーケストラ S席 6,000 円 4,000 円

★ MW-1991 2020年 2/16（日） 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 イーヴォ・ポゴレリッチ（ピアノ） ピアノ S席 13,000 円 8,000 円

★ MW-1992 2020年 3/12（木） 東京
東京オペラシティコンサート
ホール

サー・アンドラーシュ・シフ　ピアノ・リサイタル
＜東京公演＞

サー・アンドラーシュ・シフ（ピアノ） ピアノ S席 14,000 円 9,000 円

★ MW-1993 2020年 3/17（火） 大阪 いずみホール
サー・アンドラーシュ・シフ　ピアノ・リサイタル
＜大阪公演＞

サー・アンドラーシュ・シフ（ピアノ） ピアノ S席 12,000 円 7,000 円

★ MW-1994 2020年 3/18（水） 東京 サントリーホール マルタ・アルゲリッチ（ピアノ）＆ギドン・クレーメル（ヴァイオリン）　デュオ・リサイタル
マルタ・アルゲリッチ（ピアノ）/
ギドン・クレーメル（ヴァイオリン）

ピアノ・ヴァイオリン S席 20,000 円 15,000 円

★ MW-1995 2020年 3/19（木） 東京
東京オペラシティコンサート
ホール

サー・アンドラーシュ・シフ　ピアノ・リサイタル
＜東京公演＞

サー・アンドラーシュ・シフ（ピアノ） ピアノ S席 14,000 円 9,000 円

★ MW-1996 2020年 3/29（日） 東京 サントリーホール
荘村清志 スペシャル・プロジェクト vol.4
デビュー50周年特別公演

荘村 清志（ギター）/大友 直人（指揮）/東京都
交響楽団

ギター
オーケストラ

S席 8,000 円 5,000 円

★ MW-1987 2019 年 11/1(金) 東京 草月ホール
平富恵スペイン舞踊30周年記念公演　The Clasicoザ・クラシコ　～フラメンコの礎、
スペインのエレガンス～

平富恵（舞踊家）/ヘスス・ペローナ（ゲスト男性
舞踊手）/ラ・トゥリニ（ゲスト女性歌手）/アント
ニオ・レイ（ゲスト男性歌手）/永田健（舞踊家）/
柴田亮太郎（ギター）/容昌（パーカッション）/
植村太郎（ヴァイオリン）/佐渡橋本晴子（舞踊
家）/秦史乃（舞踊家）ほか

スペイン舞踊 S席 9,000 円 5,500 円

(有)マジェスティック
TEL　03-3905-7900

（月～木　10:00～17:00）
info@girasolflamenco.com
www.girasolflamenco.com

カジモト・イープラス
TEL：0570-06-9960
（毎日　10：00～18：00）
www.kajimotomusic.com

公演中止


