
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
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・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
および

年末年始（12/29～1/3）

※やむを得ない事情により、曲目・出演者が変更となる場合がございます。　※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予約期間内にお電話・インターネットでお申込みいただき、応募多数の場合は抽選となります。お席の指定は出来かねますので、
　予めご了承ください。　※学生券（25歳まで） 入場の際に学生証をご提示いただきます。学生券は数に限りがございます。
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主催公演ラインナップ主催公演ラインナップ2019
4/20【土】
14:００開演 セルゲイ・ハチャトゥリアン(ヴァイオリン)

ルジーネ・ハチャトゥリアン(ピアノ)

名器グァルネリ・デル・ジェス「イザイ」を聴く

主催：日本音楽財団・浦安市　共催：浦安音楽ホール　助成：日本財団

4/28【日】
14:００開演

全席指定 4,000円
2019.1/5［土］発売 （友の会先行予約 12/14［金］～18［火］ ）
曲目/ ラヴェル：ピアノ三重奏曲 イ短調　他

川久保賜紀（ヴァイオリン）
遠藤真理（チェロ）
三浦友理枝（ピアノ）

ミューズたちが贈る名曲集とピアノ・トリオ

9/28【土】
14:００開演

全席指定 一般6,000円／学生3,000円　
2019.4/27［土］発売 （友の会先行予約 4/4［木］～8［月］ ）
曲目/ デュティユー： ソナチネ　他

エマニュエル・パユ（フルート)
エリック・ル・サージュ（ピアノ）

フルート界のスーパースター遂に浦安音楽ホールに登場

5/25【土】
14:００開演

全席指定 一般3,000円／学生1,500円
2019.2/16［土］発売 （友の会先行予約 1/25［金］～29［火］ ）
曲目/ J.S.バッハ：主よ人の望みの喜びよBWV147　他

ブルーオーロラ 
サクソフォン・カルテット
サックス界の革命児、平野公崇が率いるサックス四重奏団

5/5【日・祝】
11:００/14:００開演 

6/8【土】
14:００開演

全席指定 3,500円
2019.2/16［土］発売 （友の会先行予約 1/25［金］～29［火］ ）
曲目/ モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジークより　他

池辺晋一郎&
N響団友オーケストラクラシック名曲アワー

ポピュラーなクラシックは最高!!

8/9【金】
19:００開演

全席指定 3,500円　
2019.3/30［土］発売 （友の会先行予約 3/7［木］～11［月］ ）
曲目/ 当日発表

渡辺香津美ジャズ回帰トリオ
渡辺香津美（ギター）/井上陽介（ベース）/則竹裕之(ドラム)

9/14【土】
11:００/14:００開演 

全席指定 おとな2,000円／こども1,000円（小学生まで）　
2019.3/30［土］発売 （友の会先行予約 3/7［木］～11［月］ ）
曲目/ モーツァルト：きらきら星変奏曲　他

Concert for KIDS
0才からのモーツァルト
～ゆかいなパパゲーノの冒険～

©Yusuke Matsuyama

©ノザワヒロミチ
　（CAPSULEOFFICE）

©Yosuke Komatsu（ODD JOB）

(C)東京オペラシティ文化財団　撮影：武藤章

©Jean-Baptiste Millot

® Sony Music Foundation® Sony Music Foundation

全席指定 5,000円
2019.1/5［土］発売（友の会先行予約 12/14［金］～18［火］ ）
曲目/ フランク：ヴァイオリン・ソナタ イ長調　他

ポンキッキーズ11代目歌のおねえさんがやってくる！
みんなで歌おう！こどもの日コンサート♪
塚本江里子（歌）/笹原絵美（ピアノ）/原順子（パーカッション）

全席指定 おとな1,000円／こども（0歳から入場可)500円
2019.3/2［土］発売
曲目/ とんでったバナナ  ・ はたらくくるま　他

ハーモニーホール

(C)Marco Borggreve

全席指定 4,500円　
2019.6/2［日］発売 （友の会先行予約 5/17［金］～21［火］ ）
曲目/ ダニーボーイ、ロマンチストの豚　他

全席指定 3,500円　
2019.7/6［土］発売 （友の会先行予約 6/20［木］～2４［月］ ）
曲目/ ピアソラ：ブエノスアイレスの四季より
　　   ガーシュウィン：パリのアメリカ人（チェロ･ピアノ版 世界初演 山本清香編曲）　他

11/3【日・祝】
14:００開演 IL DEVU イル・デーヴ

総重量約500kgの重量級クラシック・ボーカル･グループ

11/20【水】
19:００開演 宮田大（チェロ） 

ジュリアン・ジェルネ（ピアノ）

ロストロポーヴィチ国際チェロコンクールの覇者

全席指定 3,500円　
2019.7/6［土］発売 （友の会先行予約 6/20［木］～2４［月］ ）
曲目/ ドビュッシー：夢、 ラヴェル：ラ・ヴァルス　他

全席指定 4,000円　
2019.8/24［土］発売 （友の会先行予約 8/2［金］～6［火］ ）
曲目/ メンデルスゾーン：弦楽八重奏曲 変ホ長調 Op. 20　他

12/7【土】
1４:００開演 福間洸太朗（ピアノ）

磨き抜かれた美音と新鮮な解釈で注目を集める新時代の旗手

1/18【土】
1４:００開演

2020年

クァルテット・エクセルシオ
×ストリング・クヮルテットARCO
(ともに弦楽四重奏)

全席指定 3,500円　
2019.10/6［日］発売 （友の会先行予約 9/13［金］～17［火］ ）
曲目/ ショパン名曲集「舟歌」　他

2/22【土】
1４:００開演

2020年

イリーナ・メジューエワ（ピアノ）
才媛にして美貌のピアニストによる高邁で豊饒な音楽

3/7【土】
1４:００開演

2020年

全席指定 5,500円　
2019.11/23［土・祝］発売 （友の会先行予約 11/7［木］～11［月］ ）
曲目/ リムスキー=コルサコフ/セドラー：シェヘラザード　他

ネマニャ・ラドゥロヴィチ（ヴァイオリン）
Presents ドゥーブル・サンス
  　　　　　　　　　（弦楽合奏＋ピアノ）

全席指定 3,500円　
2019.11/23［土・祝］発売 （友の会先行予約 11/7［木］～11［月］ ）
曲目/ ロータ：「ロミオとジュリエット」より『若者とは』
　　   マクブルーム：映画「ローズ」より『The Rose』　他

3/14【土】
16:００開演

2020年

波多野睦美（メゾソプラノ）
×大萩康司（ギター）
～追憶のスクリーン・ミュージック～

全席指定 4,500円　
2019.4/27［土］発売 （友の会先行予約 4/4［木］～8［月］ ）
曲目/ タレガ：アルハンブラの思い出　他

10/5【土】
15:００開演 グザヴィエ・ドゥ・メストレ（ハープ）

ハープの貴公子が奏でる華麗なる響き

©Gregor HohenbergSony Classical

©（株）日本コロムビア

©大森大祐

©アールアンフィニ

©Seiji Banda

©ビクターエンタテインメント

©Masaaki Hiraga

※本公演は事情により公演日・開演時間が変更になりました。
※出演者・曲目は変更となる場合がございます。予めご了承ください。

©Denis Felix

©Yuji Hori

©Yuji Hori

ゼロ

各日14時開演
各回1,000円（全席指定）

Vol.6

Tropical’M’Project
Vol.5

WISH-Caravan Quartet
6/1【土】14:００開演 7/13【土】14:００開演 8/17【土】14:００開演Vol.4

青木玲子(ヴァイオリン)&桐榮哲也(ピアノ)

©Yoshinobu Fukayaaura

7/3【水】 10/9【水】 2020.2/5【水】 2020.3/25【水】

尾崎未空(ピアノ) 青木尚佳(ヴァイオリン) 鈴木玲奈(ソプラノ) 新倉瞳(チェロ)

©井村重人 ©Hollywoodbeauty

一般発売開始一般発売開始

2019.
2/16［土］

 2019.
11/23 ［土・祝］

  2019.
 10/6 ［日］

 2019.
 5/11［土］
一般発売開始一般発売開始 一般発売開始一般発売開始 一般発売開始一般発売開始

親子で楽しむ
ワンコインコンサート2019

◆入場料◆
500円 全指定席

0歳から３歳は膝上無料、
4歳以上は500円

※小さなお子様も入れるコンサートです。
　ご了解の上チケットをお求めください。

（　　　　）


