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マークの公演は、ザ・シンフォニー チケットセンターで
チケットをご予約いただけます。1月

開催日 曜日 催　　　物　　　名 出　　　演　　　者 曲　　　　　　目 料　　金 （円） お問い合わせ先開演

15 日 チョ･ソンジン ピアノ・リサイタル
～第17回ショパン国際ピアノ･コンクール  
　優勝記念～

P/チョ・ソンジン
1.po タナソ・ノアピ ： クルベ

859.D 調短ハ 番91第 タナソ・ノアピ ： トルベーュシ
82.po 曲奏前の42 ： ンパョシ

A 6,000  B 4,500
C 売切

ＡＢＣチケット
インフォメーション
06-6453-600014:00

16 月
ブラスパラダイス大阪 指揮/金丸 克己

演奏/ブラスパラダイス大阪

ルアレ・ノーミカ・ルエ ： ドーリ・ドッレフルア
楽音の宙宇 ： クーパス・プッリィフ

番3第 曲響交 ： ズンーバ・C・ズムイェジ

一般 3,000
大学生以下 1,500

ブラスパラダイス大阪
brass_paradise_
osaka@yahoo.co.jp19:00

17
火 京都大学交響楽団第200回定期演奏会

創立100周年記念特別公演  大阪公演

管/京都大学交響楽団　指揮/十束 尚宏
合唱指揮/中村 雅夫
副指揮/石川 真也
S/井岡 潤子　Alt/児玉 祐子 ほか

08.po 調短ハ 曲序典祝学大 ： スムーラブ.J
』活復『調短ハ 番2第 曲響交 ： ーラーマ.G S 2,000  A 1,500 京都大学交響楽団

075-751-941219:00

18
水

大阪交響楽団
第２０７回定期演奏会

指揮/シズオ・Z・クワハラ
Vn/成田 達輝
管/大阪交響楽団

)6991(ターカットるぎす熱 ： スニーカ・Ｊ・ンローア
 )5102/1102(」で上線Ｇ「曲奏協ンリオイァヴ ： 治健 井酒

41.po 曲響交想幻 ： ズーオリルベ

S 6,000  A 5,000
B 3,500  C 2,500　
D 1,000  オルガン席 2,000
青少年学生券１回券 1,000
青少年学生券５回券 4,000

大阪交響楽団
072-226-5522

19:00

21 土 菅原洋一 コンサート 2017 
～私のこころに残る歌～

歌/菅原 洋一　演奏/桑山哲也トリオ
ゲスト/菅原 英介
ゲストシンガー/花城 アリア

愛の讃歌　 思い出のグリーングラス　
知りたくないのメドレー　 マイ・ウェイ
ラ・クンパルシータ ほか

全席指定 6,000 エス・ピー・エース
06-6204-041214:00

22 日
関西大学OB交響楽団演奏会 指揮/深谷 武生

管/関西大学OB交響楽団
調短ハ 76.po 番5第 曲響交 ： ンェヴートーベ
調短ホ 46.po 番5第 曲響交 ： ーキスフコイャチ 入場料 2,000 

関西大学OB交響楽団
実行委員会
090-6478-349114:00

25
水 チョン・キョンファ

J.S.バッハ無伴奏ソナタ&パルティ―タ
全曲演奏会

Vｎ/チョン・キョンファ

1001.VWB 調短ト 番1第 タナソ ： ハッバ.S.J
パルティータ 第1番 ロ短調 BWV.1002
ソナタ 第2番 イ短調 BWV.1003
パルティータ 第2番 ニ短調 BWV.1004
ソナタ 第3番 ハ長調 BWV.1005
パルティータ 第3番 ホ長調 BWV.1006

S 10,000  A 7,000
B 5,000 

エス・ピー・エース
06-6204-0412

19:00

26
木 新進演奏家育成プロジェクト

オーケストラシリーズ大阪

指揮/現田 茂夫
管/日本センチュリー交響楽団
Fl/世良 法之　P/坂口 航大
Cb/松本 友樹　Vn/高橋 宗久

313.K 調長ト 番1第 曲奏協トールフ ： トルァツーモ
ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調 K.466

3.po 調短へ嬰 曲奏協スバラトンコ ： ーキツィヴセーク
曲想幻ドンラトッコス ： フッルブ

全席指定 2,500
日本センチュリー
交響楽団
06-6868-303018:30

27
金

The Symphony Hall Big Band 
～Music Director 菊池寿人～ Vol.4

Tp/菊池 寿人、 築山 昌広
広瀬 未来、 塩ノ谷 幸司

Sax/小林 充、 藤吉 悠、 武井 努
高橋 知道、 里村 稔

Tb/大島 一郎、 Tommy、 山内 淳史、 川口 哲史
P/宮川 真由美　Ba/藤村 竜也　Dr/岡本 健太
スペシャルゲスト（シンガー）/ 加藤 ヒロユキ

Moon River　 Begin the Beguine　 Caribe
New York, New York　 想い出のサンフランシスコ
 ほか

S 5,000  A 4,000
B 3,000 

アーヴィング
06-4964-5797 

19:00

28
土

NEW YEAR CONCERT おおさか ２０１７
指揮/泉 庄右衛門
演奏/大阪フィルハーモニー交響楽団
合唱/『唱歌の学校』心のうた合唱団
 ほか

てっ乗に翼の金黄、よい想がわ、け行 ： ィデルェヴ
」歌の喜歓「章楽4第 番9第 曲響交 ： ンェヴートーベ  ほか

S 7,000  A 5,500（指定席）
B 4,000（当日指定）

大阪アーティスト協会
06-6135-050314:30

29 日 関西シティフィルハーモニー交響楽団
第６２回 定期演奏会

管/関西シティフィルハーモニー交響楽団
指揮/ギオルギ・バブアゼ

調長ニ 番９第 曲響交 ： ーラーマ
曲序 」婚結のロガィフ「劇歌 ： トルァツーモ 当日座席指定 2,000

関西シティフィル
ハーモニー交響楽団
090-8378-200414:00

（1月15日以降の公演）



マークの公演は、ザ・シンフォニー チケットセンターで
チケットをご予約いただけます。

開催日 曜日 催　　　物　　　名 出　　　演　　　者 曲　　　　　　目 料　　金 （円） お問い合わせ先開演

3
金 広瀬香美 25th debut anniversary

winter tour 2017
～プレイリストをどうぞ with 日本センチュリー交響楽団

指揮/渡邊 一正
ヴォーカル/広瀬 香美
管/日本センチュリー交響楽団

デビュー25周年記念アルバム「25th プレイリスト」収録曲
 ほか

プレミアムシート 16,200
一般 8,640

センチュリー・
チケットサービス
06-6868-059119:00

4
土 大阪交響楽団  第95回名曲コンサート

“まほうのふえ”
指揮/寺岡 清高　ソリスト/関西二期会
ナビゲーター/三代澤 康司
管/大阪交響楽団

モーツァルト ： 歌劇「魔笛」 K.620 抜粋・演奏会形式 S 3,500  A 3,000
B 1,500

大阪交響楽団
072-226-552213:30

17:00

5
日 オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ

第116回定期演奏会
指揮/宮川 彬良
吹奏楽/オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ

宮川 彬良 ： 吹奏情話、八尾
R.R.ベネット ： アメリカ古典舞踊組曲
G.ガーシュウィン ： パリのアメリカ人
L.バーンスタイン ： 『ウエスト・サイド物語』から “シンフォニック・ダンス”

S 5,000  A 4,000
B 3,000  ペア席 7,000
学生席
（S/A/Bより1000円引き）

Shion
チケットセンター
0800-919-550814:00

8
水 Ｓｐｅｃｉａｌ Ｃｏｎｃｅｒｔ ２０１７

ａｔ ｔｈｅ Ｓｙｍｐhｏｎｙ Ｈａｌｌ
演奏/陸上自衛隊 中部方面音楽隊
指揮/中部方面音楽隊長 １等陸佐 樋口 孝博

櫛田 胅之扶 ： ソプラノと吹奏楽の為の「万葉讃歌」
Ｐ・スパーク ： カーニバル

宇宙の音楽 ほか

無料
※要整理券

中部方面総監部 広報室
072‐782‐0001

（内線2408）18:30 

9
木 Enjoy！ オーケストラ

～オペラの名曲でみるクラシックの愉しみ～
指揮/角田 鋼亮
管/大阪フィルハーモニー交響楽団

モーツァルト ： 歌劇「フィガロの結婚」 序曲
ワーグナー ： 楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」 第一幕への前奏曲
ビゼー ： 歌劇「カルメン」組曲より（ナレーション付き） ほか

一般 1,500
学生（高校生以下） 800

大阪フィル・
チケットセンター
06‐6656‐489019:00

11
土・祝

川井郁子
シンフォニックバレンタインコンサート2017

Vn/川井 郁子
P/フェビアン・レザ・パネ ほか

慕情、 黒い瞳、 愛の讃歌
恋のアランフェス～レッド・ヴァイオリン、 ふるさと
チャールダーシュ、 ニュー・シネマ・パラダイス
オー・シャンゼリゼ、 春の声
ホワイト・レジェンド～「白鳥の湖」より白鳥 ほか

S 5,000  A 4,000 
ザ・シンフォニー
チケットセンター
06-6453-233314:00

11
土・祝 ザ・シンフォニーホール

チャレンジ・コンサート 出演/チャレンジ・コンサート参加者 チャレンジ・コンサート参加者による演奏

参加費 １チャレンジ １０分
25,000（税別）

コンサート入場料
1,000（当日販売）

参加お問い合わせ
ザ・シンフォニーホール
事務局
06-6453-101018:00

12
日 千住真理子＆スーク室内オーケストラ 

～チェコの名手たちと
　千住真理子のバレンタイン物語～

Vn/千住 真理子
弦楽合奏/スーク室内オーケストラ

モーツァルト ： ディヴェルティメント ヘ長調、 春への憧れ K.596
クライスラー ： 愛の喜び　 エルガー ： 愛のあいさつ op.12
リスト ： 愛の夢 第3番 変イ長調　 ヴィターリ ： シャコンヌ ト短調
ドヴォルザーク ： 弦楽セレナード ホ長調 op.22 ほか

A 5,500  B 4,500
C 売切 

ＡＢＣチケット
インフォメーション
06-6453-600014:00

14
火 ライト・シンフォニック コンサート

～大人の贅沢～
指揮/松村 秀明
P/細川 千尋
管/大阪交響楽団

ブラウン ： 映画『雨に唄えば』より 雨に唄えば
マンシーニ ： 映画『ひまわり』より テーマ曲
モリコーネ ： 映画『ニュー・シネマ・パラダイス』より ニュー・シネマ・パラダイス
ロータ ： 映画『ゴッドファーザー』より 愛のテーマ　 チック・コリア ： スペイン ほか

S 5,000  A 4,000 
ザ・シンフォニー
チケットセンター
06-6453-233319:00

17
金 COM BIG BAND OSAKA & 

OSM GOSPEL ENSEMBLE JOINT 
CONCERT 

演奏/COM BIG BAND OSAKA 
OSM GOSPEL ENSEMBLE

指揮/喜多 弘悦、 池末 信

We Are All One、 How Awesome Is Our God
Keep On Sailing、 God、 I Know Who I Am
組曲「惑星」より 火星、木星  ほか

一般 2,000
大阪スクールオブ
ミュージック専門学校
0120-121-80618:30

18
土 早稲田摂陵高等学校ウィンドバンド

第58回定期演奏会
演奏/早稲田摂陵高等学校ウィンドバンド
指揮/西出 孝明、 井上 学、 川口 尚

ファリャ ： バレエ音楽「三角帽子」
スパーク ： セレブレーション
マーチアルバム

全席指定 1,500
早稲田摂陵高等学校
吹奏楽コース
072-640-0680

14:00
18:00

19
日

第25回ABCフレッシュ・コンサート
指揮/飯森 範親
Vn/北川 千紗
P/東山 洸雅
管/日本センチュリー交響楽団

グリーグ ： 『ホルベルグ組曲』（ホルベアの時代より） op.40
ピアノ協奏曲 イ短調 op.16

シベリウス ： ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 op.47
交響詩『フィンランディア』op.26-7 ほか

入場料 2,500 
大阪アート
エージェンシー
06‐6459‐961214:00

22
水

大阪交響楽団
第２０８回定期演奏会

指揮/外山 雄三
P/横山 幸雄
管/大阪交響楽団

ベートーヴェン ： ピアノ協奏曲 第４番 ト長調 op.58
チャイコフスキー ： 交響曲 第６番 ロ短調 op.74「悲愴」

S 6,000  A 5,000
B 3,500  C 2,500
D 売切  オルガン席 2,000
青少年学生券１回券 1,000
青少年学生券５回券 4,000

大阪交響楽団
072-226-5522

19:00

24
金 シンフォニー・ブランチコンサート Vol.9

シューマン国際コンクール最高位！
梅村 知世  ピアノリサイタル
オール・シューマンプログラム！

P/梅村 知世
共演/菊地 裕介

シューマン ： アラベスク ハ長調 op.18、 飛翔（幻想小曲集 op.12より）
春の夜（リスト編） S.568 R256
献呈（リスト編） S.566 R.253
ピアノ協奏曲 イ短調 op.54 ほか

全席指定 2,000
プレセミナー付プレミアムチケット

3,000（限定１００枚）

一般社団法人
全日本ピアノ指導者協会
03-3944-158311:00

24
金 関西フィルハーモニー管弦楽団

第280回定期演奏会
世紀末サウンドが鳴り響く驚愕のシンフォニー&愛のラフマニノフ

指揮/ピエール＝カルロ・オリツィオ
P/ルーカス・ゲニューシャス
管/関西フィルハーモニー管弦楽団

ベッリーニ ： 歌劇「ノルマ」 序曲
ラフマニノフ ： パガニーニの主題による狂詩曲
プロコフィエフ ： 交響曲 第5番 変ロ長調 op.100

S 6,000  A 4,500
B 3,000  C 2,000
学生席（２５歳以下） 1,000 

関西フィル事務局
06-6577-138119:00

25
土 ミューズ シンフォニー ウィンド オーケストラ

第３０回記念定期演奏会
指揮/高島 謙、 加藤 丈晴
吹奏楽/ミューズ シンフォニー ウィンド オーケストラ

チャイコフスキー ： 交響曲 第６番 ロ短調「悲愴」（全曲）
スパーク ： 「宇宙の音楽」
メリロ ： ゴッドスピード！

当日指定 1,000 
楽団事務局（山本）
090-8529-745718:00

26
日

牛田智大　ピアノ・リサイタル P/牛田 智大
ベートーヴェン ： ピアノ・ソナタ 第8番 ハ短調 「悲愴」 op.13
J.S.バッハ/ブゾーニ ： シャコンヌ ニ短調 BWV.1004
ムソルグスキー ： 組曲「展覧会の絵」 ほか

全席指定 3,500 
ＡＢＣチケット
インフォメーション
06-6453-600014:00

2 月



マークの公演は、ザ・シンフォニー チケットセンターで
チケットをご予約いただけます。

開催日 曜日 催　　　物　　　名 出　　　演　　　者 曲　　　　　　目 料　　金 （円） お問い合わせ先開演

1 水 津軽三味線 二代目 高橋竹山
襲名20周年記念コンサート
竹山の魂を引き継ぐ二代目の新たなる夜明け！

演奏/高橋 竹山 津軽あいや節、 十三の砂山
新じょんから変奏曲、 津軽山唄、 即興曲 ほか 全席指定 3,000 エス・ピー・エース

06-6204-041214:00

4
土 必聴！！ベートーヴェン 3大ソナタ

「悲愴」「月光」「熱情」
関本昌平ピアノ・リサイタル

P/関本 昌平
ピアノ・ソナタ 第8番 ハ短調「悲愴」 op.13

第14番 嬰ハ短調「月光」 op.27-2
第23番 へ短調「熱情」 op.57

全席指定 3,000 
ザ・シンフォニー
チケットセンター
06-6453-233314:00

4
土 荒庸子　チェロ・リサイタル 2017

想い出がいっぱい
珠玉のシネマ名曲SELECTION  Vol.3

Vc/荒 庸子
P/山田 武彦

マンシーニ ： 『ティファニーで朝食を』より ムーン・リバー
モリコーネ ： 『ニュー・シネマ・パラダイス』より 愛のテーマ
ラフマニノフ ： ヴォカリーズ op.34-14
マスカーニ ： 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より “間奏曲” ほか

S 3,000  A 2,000
プレミアムシート 4,000
（S席＋スパークリングワイン１杯）

ザ・シンフォニー
チケットセンター
06-6453-233319:00

5 日 大阪市民管弦楽団
第85回定期演奏会

指揮/寺岡 清高
管/大阪市民管弦楽団

ワーグナー ： 歌劇「リエンツィ」 序曲
シューベルト ： 交響曲 第７番 ロ短調「未完成」
ブルックナー ： 交響曲 第９番 ニ短調

S 2,000  A 1,500 大阪市民管弦楽団
090-9050-619914:00

10 金 日本センチュリー交響楽団
第215回定期演奏会

指揮/イジー・シュトルンツ
P/ミシェル・ダルベルト
管/日本センチュリー交響楽団

リヒャルト・シュトラウス ： ブルレスケ（ピアノと管弦楽のための） ニ短調 TrV 145
ラヴェル ： 左手のためのピアノ協奏曲 ニ長調
ドヴォルザーク ： 交響曲 第8番 ト長調 op.88

S 7,500  A 6,000
B 4,500  C 3,500
D 1,500 

センチュリー・
チケットサービス
06-6868-059119:00

11 土 日本センチュリー交響楽団
第215回定期演奏会

指揮/イジー・シュトルンツ
P/ミシェル・ダルベルト
管/日本センチュリー交響楽団

リヒャルト・シュトラウス ： ブルレスケ（ピアノと管弦楽のための）ニ短調 TrV 145
ラヴェル ： 左手のためのピアノ協奏曲 ニ長調
ドヴォルザーク ： 交響曲 第8番 ト長調 op.88

S 7,500  A 6,000
B 4,500  C 3,500
D 1,500 

センチュリー・
チケットサービス
06-6868-059114:00

11 土 The Symphony Hall×和太鼓松村組
春祭2017 ～越冬・新たなる生命の芽吹き～

出演/松村 公彦、 松村 初恵、 渡部 勝喜
政本 憲一、 松村 綾子、 鳥居 侑平
前田 篤人

未定 全席指定 3,000 エス・ピー・エース
06-6204-041219:30

12 日
シティ・オブ・ロンドン・シンフォニア

指揮/マイケル・コリンズ
S/シャーロット・ド・ロスチャイルド
管/シティ・オブ・ロンドン・シンフォニア

山田 耕筰 ： 風に寄せてうたへる春のうた、 あわて床屋
中田 喜直 ： 夏の思い出、 たあんき ぽーんき、 さくら横ちょう
ジェラルド・フィンジ ： クラリネットと弦楽のための協奏曲 op.31 ほか

S 7,000  A 6,000 公演事務局
06‐6966‐800014:00

18 土 辻井伸行 日本ツアー
≪バッハ・モーツァルト・ベートーヴェン≫ P/辻井 伸行

バッハ ： イタリア協奏曲 BWV.971　 モーツァルト ： ピアノ・ソナタ 第17番 K.570
ベートーヴェン ： ピアノ・ソナタ 第14番≪月光≫

ピアノ・ソナタ 第23番≪熱情≫
A 売切  B 売切
C 売切 

ＡＢＣチケット
インフォメーション
06-6453-600014:00

18
土 Melodious

マウロ・イウラート
ヴァイオリン・リサイタル

Vn/マウロ・イウラート
P&Oｒｇ/ジュゼッペ・マリオッティ

パラディス ： シチリアーノ　 マスネ ： タイスの瞑想曲
モンティ ： チャルダッシュ　 ラフマニノフ ： ヴォカリーズ
ベートーヴェン ： ヴァイオリン・ソナタ 第5番 ヘ長調「春」 op.24より 第1楽章
江藤 誠仁右衛門 ： 種は眠る ほか

全席指定 3,000
ザ・シンフォニー
チケットセンター
06-6453-233319:00 

19 日 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＆五嶋龍

指揮/エリアフ・インバル
Vn/五嶋 龍
管/ベルリン・コンツェルトハウス管弦楽団

ワーグナー ： 楽劇「トリスタンとイゾルデ」より “前奏曲”と“愛の死”
メンデルスゾーン ： ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 op.64
マーラー ： 交響曲 第1番 ニ長調 「巨人」

A 19,000  B 16,000
C 売切  D 売切 

ＡＢＣチケット
インフォメーション
06-6453-600014:00

20 月・祝 はじめましてオーケストラ
～大阪フィルと中学生の共演～

指揮/大井 剛史　司会/好本 惠
共演/大阪市内中学生のみなさん
管/大阪フィルハーモニー交響楽団

ボロディン ： 「イーゴリ公」より “だったん人の踊り”
ワーグナー ： ワルキューレの騎行
エルガー ： 行進曲「威風堂々」 第1番 ほか

全席指定 800
大阪フィル・
チケットセンター
06-6656-489015:00

23
木 日野原重明プロデュース 

～奇跡の歌声に乗せて、愛と生きる力をあなたに～シリーズ 第5弾
ベー・チェチョル  コンサート

お話/日野原 重明　T/ベー・チェチョル
P/松崎 充代　Gt/アントニオ古賀
ナビゲーター/輪嶋 東太郎

ラブ・ミー・テンダー、 べサメ・ムーチョ、 慕情
映画「ゴースト」テーマ曲＜アンチェインド・メロディ＞
タイム・トゥー・セイ・グッバイ、 ユー・レイズ・ミー・アップ ほか

A 6,500  B 5,500 エス・ピー・エース
06-6204-041213:30

24 金
11:30 大阪医専 2016年度卒業式 ― ― 貸切 —
14:00 HAL大阪 2016年度卒業式 ― ― 貸切 —
16:30 大阪モード学園 2016年度卒業式 ― ― 貸切 —

25
土 ザ･シンフォニー特選コンサート Vol.23

小林研一郎　炎のタクト！
～ラフマニノフ＆チャイコフスキー～

指揮/小林 研一郎
P/及川 浩治
管/大阪フィルハーモニー交響楽団

ラフマニノフ ： ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 op.18 
チャイコフスキー ： 交響曲 第4番 ヘ短調 op.36

A 6,000  B 4,500
C 売切

ＡＢＣチケット
インフォメーション
06-6453-600014:00

26
日

道上洋三の春休みファミリー・コンサート
司会/道上 洋三＆吉田 詩織
指揮/寺岡 清高
S/松岡 万希　Vn/松岡 井菜
管/大阪交響楽団

モーツァルト ： 歌劇「フィガロの結婚」 序曲　 バッハ ： G線上のアリア
ビゼー=フバイ ： カルメンによる華麗な幻想曲
プッチーニ ： 歌劇「蝶々夫人」より “ある晴れた日に”
チャイコフスキー ： 花のワルツ　 エルガー ： 愛の挨拶
エルガー ： 行進曲「威風堂々」 p．39-1 ほか

Aおとな 5,000
Aこども（小・中学生） 4,000
Bおとな 4,000
Bこども（小・中学生） 3,000

ＡＢＣチケット
インフォメーション
06-6453-600014:00

27 月 近畿大学附属高等学校吹奏楽部
第44回定期演奏会

指揮/小谷 康夫　Tb/矢巻 正輝
Sax/小谷 里香　Per/志水 大祐
管/近畿大学附属高等学校吹奏楽部

真島 俊夫 ： 地球 美しき惑星
E.ガーナー ： Misty
D.ガレスピー ： チュニジアの夜 ほか

指定 1,300
近畿大学附属高等学校
吹奏楽部 顧問
06‐6722‐126119:00

28 火～木
第26回 グレンツェンピアノコンクール
近畿地区大会

予選・本選を通過された、
幼児～一般の方々 各コース課題曲あり —

グレンツェン
ピアノ研究会
0995‐22‐415829

10:3030
31

金 関西フィルハーモニー管弦楽団
第281回定期演奏会
歓びと哀しみと慰めの魂の深淵を描く、飯守のブルックナー

指揮/飯守 泰次郎
P/若林 顕
管/関西フィルハーモニー管弦楽団

モーツァルト ： ピアノ協奏曲 第25番 ハ長調 K.503
ブルックナー ： 交響曲 第7番 ホ長調

S 6,000  A 4,500
B 3,000  C 2,000 
学生席（２５歳以下） 1,000

関西フィル事務局
06-6577-138119:00

略語表 Alt=アルト、Ba=ベース、Cb＝コントラバス、Dr=ドラムス、Fl=フルート、Gt=ギター、Org=オルガン、P=ピアノ、Per＝パーカッション、S=ソプラノ、Sax=サックス、T=テナー、Tb=トロンボーン、Tp=トランペット、Vc=チェロ、Vn=ヴァイオリン、管=管弦楽
●チケットの料金はすべて消費税込みの価格です。 ●記載内容は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。 ●リハーサルなど情報を掲載していない日がございます。 ●各席種とも売り切れの際はご容赦ください。 ●公演情報は各お問い合わせ先にご確認ください。

3 月
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