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浦安音楽ホール友の会 会員募集!（先着1,300名様） 詳しくは 浦安音楽ホール 検索

※やむを得ない事情により、曲目・出演者が変更となる可能性があります。あらかじめご了承ください。
※チケット販売の開始時間は一律9：00となります。（電話・インターネット共通）

主催公演について

総合案内 TEL：047-382-3035 E-mail：info@urayasu-concerthall.jp〒279-0012　千葉県浦安市入船一丁目6番1号

■ インターネット（年中無休、24時間）…https://www.e-get.jp/u-ticket/pe/
■ 電話（9:00-21:00ホール休館日を除く）…TEL.047-382-3035
■ 窓口（9:00-21:00ホール休館日を除く）…チケット発売日の翌日より窓口販売。（残席がある場合のみ）※お支払い方法は現金のみ。

ご予約

休館日
第2・第4 火曜日

バス
ロータリー

首都高速・R357

至船橋・蘇我至東京

JR新浦安駅

Mona 駅前
広場

イオン
新浦安店

※やむを得ない事情により、曲目・出演者が変更となる可能性があります。あらかじめご了承ください。　
※チケット販売の開始時間は一律9：00となります。（電話・インターネット共通）
※友の会先行予約はご案内している先行期間内にお電話・インターネットでお申込みいただき、応募多数の
　場合抽選となります。お席の指定はできかねますので、ご了承の程お願いいたします。
　抽選となった場合は、一般発売の開始前に、ご登録いただいているメールアドレス宛のメールにて結果を
　お知らせいたします。　
※休館日:第二、第四火曜日 及び 年末年始（12/28～1/3）

12月1日から2018年度浦安音楽ホール友の会会員を募集いたします。2017年度会員の皆様は継続更新ができます。
（2018年3月31日までに継続のお手続きをお願いいたします。）音楽ホール主催公演チケットを優先的に予約したい‥‥。

そんなときは様々な会員特典を用意した「浦安音楽ホール友の会」に是非お申込みください。

２０１8年4月～２０１9年3月 主催公演ラインナップ

浦安音楽ホール「コンサートホール・ステージ体験会」のお知らせ 浦安音楽ホール「スタジオＥ・体験会」のお知らせ

※上記利用料金は入場料を徴収しない場合の浦安市民利用の金額です。午前＋午後、午後+夜間、終日(9時～22時)の料金は別途定められています。（浦安市民以外の利用料金は上記とは異なります）
※附属設備・・・ピアノ、音響、舞台照明、ドラムセットなどは別途料金です。

◇客席 303 席
◇利用料金　平日 / 土日祝
　午前　￥7,450 / ￥8,570
　午後　￥14,900 / ￥17,060
　夜間　￥18,780 / ￥21,380

コンサートホール

◇客席 201 席
◇利用料金　平日 / 土日祝
　午前　￥4,860 / ￥5,590
　午後　￥9,720 / ￥11,130
　夜間　￥12,240 / ￥13,950

ハーモニーホール
◇定員 20 名
◇利用料金   １時間当り
　平日 / 土日祝
　￥640 / ￥970

スタジオB

◇定員 8 名
◇利用料金  1 時間当り
　平日 / 土日祝
　￥480 / ￥730

スタジオC

◇定員 7 名
◇利用料金  1 時間当り
　平日 / 土日祝
　￥440 / ￥660

スタジオD

◇定員５名
◇利用料金   1 時間当り
　平日 / 土日祝
　￥510 / ￥770

スタジオ E
◇定員 65 名
◇利用料金　平日 / 土日祝
　午前　  ￥2,430 / ￥2,790
　午後　  ￥4,860 / ￥5,560
　夜間　  ￥6,120 / ￥6,970

スタジオA

【対象】
・ピアノソロ、ピアノ連弾、ピアノを含む室内楽、室内楽、室内合奏、独唱、合唱など。（最大２0名様程度）
・今後、新規に施設使用登録する団体または個人。
・ご利用前に施設使用登録をしていただきます。（施設使用登録は浦安音楽ホール利用案内に準じます）
・利用後、施設利用アンケートにご協力いただける団体または個人。
【ご注意】
・利用時間一団体2時間以内。（準備、片付けの時間を含みます）
・お客様（観客）はご入場いただけません、またレッスンには使用できません。
・ステージ照明は練習用照明です。また拡声装置、録音装置はお使いいただけません。
・ピアノはスタンウェイD型を予定。（このための調律は実施しません）

浦安音楽ホールでは2つのホールと5つの音楽スタジオをご用意しております。
目的や用途に合わせて、ご利用ください。各施設によって予約可能な時期が異なります。
詳しくは浦安音楽ホールＨＰをご覧ください。（http://www.urayasu-concerthall.jp/）

【スタジオＥ備品】
ドラムセット、ギターアンプ①（マーシャルJVM210C）、ギターアンプ②（マーシャルMG102CFX），
ベースアンプ、デジタルピアノ、スタジオ音響セット、マイク（4本まで）、マイクスタンド（4本まで）
【対象】
・バンド演奏、ドラム練習、キーボード練習など。
・今後、新規に施設使用登録する団体または個人。
・ご利用前に施設使用登録をしていただきます。
 （施設使用登録は浦安音楽ホール利用案内に準じます）
・利用後、施設利用アンケートにご協力いただける団体または個人。
・スタジオEの定員は5名まで。（定員を超えての使用はできません）
【ご注意】
・利用時間一団体2時間まで。（準備、片付けの時間を含みます）
・レッスンには使用頂けません。
・指導者はつきません。

浦安音楽ホール・コンサートホールのステージで演奏体験してみませんか。
練習、体験でお使いください。

浦安音楽ホールのスタジオＥで音楽体験してみませんか。
バンド練習、ボーカル練習などでお使いください。

【参加費】　
※一団体、２時間まで。（附帯設備費を含みます）
・ピアノ使用有り：5,000円
・ピアノ使用無し：3,000円
【申込方法】
・別紙申込書でお申し込みください。
 （ＨＰからダウンロードできます）
・申込み多数の場合は抽選になります。
 （ご利用は一団体一回までです）

【参加費】　
※一団体、２時間まで。（附帯設備費を含みます）
　500円
【申込方法】
・別紙申込書でお申し込みください。
 （ＨＰからダウンロードできます）
・申込み多数の場合は抽選になります。
 （ご利用は一団体一回までです）

【日程・時間】

①10:00～12:00
②12:30～14:30
③15:00～17:00
④17:30～19:30
⑤20:00～22:00

平成29年12月27日（水）
⑥ 10:00～12:00　　　　　
⑦ 12:30～14:30
⑧ 15:00～17:00
⑨ 17:30～19:30
⑩ 20:00～22:00

平成29年1２月28日（木）　

申込締切12/14(木)

平成30年1月15日（月）ピアノ有り 平成30年２月6日（火）ピアノ無し

平成30年３月8日（木）ピアノ無し 平成30年３月28日（水）ピアノ有り　

【日程・時間】

・コンサートホール…室内楽、発表会、本格的コンサートにまた講演会にもご利用いただけます。
・ハーモニーホール…コンサートだけでなく講演など多目的に、研修会、講演会、オーケストラ練習、吹奏楽、合唱、映画上映など。
・スタジオA…合唱、合奏、ダンスなどサークル活動、小規模コンサートなどに。
・スタジオB…合唱、アンサンブル、ピアノ練習などに。
・スタジオC…アンサンブル、ピアノ練習、個人練習に。
・スタジオD…アンサンブル、個人練習に。電子楽器も可。
・スタジオ E…バンド練習に最適。ドラム、キーボード、ギターアンプ、ベースアンプ、ボーカルマイクの貸し出しもございます。

便利です、
JR新浦安駅南口から

徒歩 1分
ホール・スタジオ紹介

2018年度主催公演が
決まりました！！

2018年４月からの浦安音楽ホール主催公演ラインナップが決まりました。心地よい響き、アコースティック楽器に最
適な音響を生かした公演ラインナップをご用意いたしました。演奏者には国内外の一流演奏家をお招きし、それぞ
れの楽器ジャンルのトップクラスの演奏をご披露いただきます。声楽、ピアノ、管楽器、弦楽器、クラシック、ジャ
ズなど幅広い音楽ジャンルで浦安音楽ホールならではの贅沢な空間で、素敵な音楽をお楽しみください。

2018年度浦安音楽ホール友の会会員募集！！ （先着1300名様限定）

【会員期間】更新日～2019年3月31日（日）まで（年度会員制）
【年会費】1,500円　　　
【入会金】無料
【入会お申込み】
●窓口でのお申込み
・・・所定の手続きの上、年会費をお支払い下さい。
　 （現金支払いのみ）
●音楽ホールＨＰからのお申込み
・・・「友の会のご案内」https://www.e-get.jp/u-ticket/pe/から
　  「会員登録/入会」「浦安音楽ホール友の会」でご入会下さい。
　  ご入会後、会員証をお渡しいたします。
　 （ネットでのご入会の場合は会員証は後日郵送になります）

 ・ 会員数が1,300名に達した時点で、
　応募を締め切らせていただきます。

・所定の浦安音楽ホール主催・共催公演の先行予約
  ＊先行予約日を設け、予約を受け付けます。
  ＊申込者多数の場合は抽選となります。
  　抽選に漏れた方へは、一般発売日までにご連絡いたします。
  ＊優先予約可能なチケット枚数は公演により異なります。（概ね２～４枚を予定）
  ＊座席の指定はできません。
・チケットコンビニ発券手数料無料　※当ホール主催公演が対象です
・ホール情報紙（会報PIZZICATO）をお届けします（年４回予定）
  また随時公演情報、メールマガジン等をお送りいたします。
・会員限定プレゼントへの応募
  指定する公演の中から、アーティストのサイン色紙などを抽選でプレゼントします。
・ホール近隣の友の会ご協力飲食店・店舗での優待が受けられます。
  他にも会員様限定バックステージツアーへのご招待やスペシャルコンサートも企画しています。

幸田浩子（ソプラノ）

＜ワーヘリ＞
外囿祥一郎（ユーフォニアム）＆次田心平（テューバ）
                   　　　With 松本望（ピアノ）

古川展生プロデュース 
チェロ・アンサンブル
古川展生　遠藤真理　辻本玲　森田啓佑　山本裕康　門脇大樹

仲道郁代（ピアノ）

神尾真由子（ヴァイオリン）
          ＆佐藤卓史（ピアノ）

4/30【月・祝】
14:００開演

5/11【金】
19:００開演

5/26【土】
14:００開演

６/９【土】
14:００開演

6/30【土】
14:００開演

全席指定 4,000円
2018.1/7［日］発売 （友の会先行予約 12/15［金］～１９［火］ ）

全席指定 3,000円
2018.2/17［土］発売 （友の会先行予約 2018.1/26［金］～30［火］ ）

全席指定 4,000円
2018.2/17［土］発売 （友の会先行予約 2018.1/26［金］～30［火］ ）

全席指定 4,000円
2018.2/17［土］発売 （友の会先行予約 2018.1/26［金］～30［火］ ）

全席指定 4,500円
2018.3/24［土］発売 （友の会先行予約 2018.3/2［金］～6［火］）

©Shion Isaka

©KiyotakaSaito

2017©株式会社
          ヤマハミュージックジャパン
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©大杉隼平
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ケラス＆フレンズ ～地中海の風～

沖仁（フラメンコギター）

小曽根真（ジャズピアノ）

Concert for KIDS 
～0才からのクラシック®～

佐藤美枝子（ソプラノ）
＆村上敏明（テノール）
          With 河原忠之（ピアノ）

ジャン＝ギアン・ケラス(チェロ)  
ケイヴァン・シェミラーニ(ザルブ/ダフ)
ビヤン・シェミラーニ(ザルブ/ダフ) 
ソクラティス・シノプロス(リラ)

7/20【金】
19:００開演

8/3【金】
19:００開演

8/18【土】
1１:００開演

9/8【土】
14:００開演

9/24【月・祝】
14:００開演

全席指定 3,500円
2018.4/28［土］発売 （友の会先行予約 2018.4/5［木］～９［月］ ）

全席指定 5,000円
2018.4/28［土］発売 （友の会先行予約 2018.4/5［木］～９［月］ ）

全席指定 大人2,000円／子供1,000円
2018.4/28［土］発売 （友の会先行予約 2018.4/5［木］～９［月］ ）

全席指定 4,500円
2018.5/27［日］発売 （友の会先行予約 2018.5/3［木・祝］～7［月］）

全席指定 6,000円
2018.5/27［日］発売 （友の会先行予約 2018.5/3［木・祝］～7［月］）

10/7【日】
14:００開演

全席指定 4,500円
2018.6/23［土］発売 （友の会先行予約 2018.6/1［金］～5［火］）

©Thomas Dorn for harmonia mundi★

友の会
特典

Photo by SATOSHI ASAKAWA

①10:00～12:00　　　　
②13:00～15:00
③15:30～17:30
④18:00～20:00　　　　　　　

⑤10:00～12:00　　　　　　　
⑥13:00～15:00　　　　　　
⑦15:30～17:30　
⑧18:00～20:00　

申込締切
12/25(月)

申込締切
1/22（月）

⑨10:00～12:00　　　　　　　
⑩13:00～15:00　　　　　　
⑪15:30～17:30　
⑫18:00～20:00　

⑬10:00～12:00　　　　　　　
⑭13:00～15:00　　　　　　
⑮15:30～17:30　
⑯18:00～20:00　

申込締切
2/22（木）

申込締切
3/12（月）

ネマニャ・ラドゥロヴィチ（ヴァイオリン）
     ＆ロール・ファヴル＝カーン（ピアノ）

トーク＆コンサート2018
～本と音楽の素敵な出逢い～『羊と鋼の森』を歩く

ザ・チェンバー・ブラス
Ｎ響メンバーによる金管五重奏

秋の夜長のJAZZナイト
守屋純子（ジャズピアノ） 
　　With ジャズビッグコンボ

宮下奈都（作家） 金子三勇士（ピアノ） 外山洋司（調律師） 浦久俊彦（司会&進行役）

ゲルハルト・オピッツ（ピアノ）

アンドレアス・シュタイアー
（チェンバロ）

菊本和昭（トランペット）　山本英司（トランペット）　
木川博史（ホルン） 　池上亘（トロンボーン） 　池田幸広（テューバ）

10/20【土】
14:００開演

１１/11【日】
14:００開演

１１/22【木】
19:００開演

12/1【土】
14:００開演

12/15【土】
14:００開演予定

全席指定 3,500円
2018.6/23［土］発売 （友の会先行予約 ６/１［金］～５［火］ ）

全席指定 3,000円
2018.6/23［土］発売 （友の会先行予約 ６/１［金］～５［火］ ）

全席指定 3,500円
2018.7/28［土］発売 （友の会先行予約 2018.7/5［木］～9［月］ ）

全席指定 6,000円
2018.7/28［土］発売 （友の会先行予約 2018.7/5［木］～9［月］ ）

全席指定 4,500円
2018.7/28［土］発売 （友の会先行予約 2018.7/5［木］～9［月］ ）

佐藤康子（ソプラノ）

千住真理子（ヴァイオリン）

デュオ・グレイス（ピアノ・デュオ）
宮谷理香／高橋多佳子

ニューイヤーコンサート
工藤重典（フルート）＆オーケストラ・
  アンサンブル金沢メンバーによる木管五重奏

クァルテット・エクセルシオ
　シューベルト「ます」

１２/2４【月・祝】
1４:００開演

１/１４【月・祝】
14:００開演

１/26【土】
14:００開演

2/9【土】
14:００開演

3/16【土】
14:００開演

全席指定 4,000円
2018.7/28［土］発売 （友の会先行予約 2018.7/5［木］～9［月］ ）

全席指定 4,000円
2018.9/1［土］発売 （友の会先行予約 2018.8/9［木］～13［月］ ）

全席指定 4,000円
2018.9/1［土］発売 （友の会先行予約 2018.8/9［木］～13［月］ ）

全席指定 4,000円
2018.10/6［土］発売 （友の会先行予約 2018.９/１3［木］～１7［月・祝］）

全席指定 3,000円
2018.11/24［土］発売 （友の会先行予約 2018.１１/１［木］～5［月］）

ゲスト：近藤嘉宏（ピアノ）、髙橋洋太（コントラバス）

2019.

2019.

2019.

2019.

©Ayako Yamamoto

©Concerto Winderstein

©Eric Manas

©武藤章

©Kiyotaka Saito(SCOPE)

©Akira Muto

©堀田芳香


