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「音楽芸術文化の振興と向上」を図ることを目的に、2000 年小牧市交響楽団として設立。2007年中部フィ
ルハーモニー交響楽団へ改称。小牧市を拠点に「地域に根差したトップクラスのオーケストラ」を目指して、主に
中部圏で精力的に演奏会を開催するプロオーケストラ。

音楽を通した情操教育にも寄与すべく、0歳から入場できるコンサートや、幼稚園児向けのアンサンブルコンサー
ト、児童・生徒のためのフルオーケストラ公演や楽団員派遣による吹奏楽部の指導など、未来の演奏家育成にも
尽力。文化庁から受託する巡回公演事業では、日本全国の小・中学校を訪れ、クラシックの名曲や各校校歌をオー
ケストラサウンドで届けるといった活動を行い、好評を博している。また、自主公演では中京地区の新進気鋭の
ソリストを積極的に起用するなど、地元の若手音楽家の支援・育成にも力を入れている。

さらに、社会貢献活動の一環として福祉団体を演奏会に招待する他、高齢者施設や病院等でボランティアコン
サートを実施するなど、より多くの人にクラシック音楽の鑑賞機会を届けることで、心豊かな社会の実現に貢献し
ている。

定期演奏会では古典から近代まで幅広く、ツィクルス(同一作曲家の連続演奏会）や新作の初演を行うなど挑
戦的でバラエティに富んだ企画と併せて、アンサンブル力や情熱的な演奏で高い評価を得ている。また、演奏は
ナクソス・ミュージック・ライブラリーから世界に向け発信され、聴くことができる。

これまでに愛知県芸術文化選奨新人賞などを受賞し、「多年にわたる地方自治の発展への功績」に対し愛知県
より感謝状を授与された。現在、秋山和慶が芸術監督、飯森範親が首席客演指揮者を務める。

中部フィルハーモニー交響楽団
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オーケストラプロフィール
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2000 年に小牧市を拠点に誕生した小牧市交響楽団が、2007年、中部
フィルハーモニー交響楽団に改称され、小牧市のみならず中部圏を代表す
るオーケストラとして名実ともに成長を続けてこられたことを心からうれし
く思います。
時代も平成から令和へと移り変わり、人口減少や少子高齢化など社会

情勢も大きく変化してまいりました。市民の価値観は多様化し、物の豊か
さから心の豊かさが求められるようになり、文化の持つ役割はますます大
きくなっております。
そのような中、令和に入り世界中を混乱の渦に陥れている新型コロナウ

イルス感染症の拡大は、人々の交流やつながりさえも奪いかねない状況を
作り出し、多くの文化芸術に携わる人々にとっても活動の自粛を余儀なく
されるなど、大きな不安に襲われたことと思います。
しかしながら、こうした時代だからこそ、文化が人々に与える潤いや活力

といった文化そのものの力が試されているのではないでしょうか。音楽を
とおして人々の心に潤いを与え続けていくことが、中部フィルハーモニー交
響楽団に課せられた大きな使命ではないかと思います。
さて、小牧市は、2021年５月、環境・貧困・人権といった課題を解決し、

持続可能な社会を実現するための国連 2030 年目標であるＳＤＧｓへの取
組を評価され、内閣府より、尾張初の「ＳＤＧｓ未来都市」に選定されました。
今後、“持続可能で多様性と包摂性のある小牧市の実現”に向けて、さらに
取組を推進していかなければなりません。中部フィルハーモニー交響楽団に
は、これまで以上に質の高い音楽を市民に提供していただき、音楽をとお
して、ともに持続可能な地域の発展に貢献していただきたいと思います。
最後に、2022シーズンの中部フィルハーモニー交響楽団の演奏が皆様

の心に響き、中部フィルハーモニー交響楽団にとってさらなる飛躍のシー
ズンとなることを期待し、応援のメッセージとさせていただきます。

音楽をとおして人々の心に潤いを

小牧市長ご挨拶

山下 史守朗

〈小牧市長〉
Shizuo Yamashita
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桐朋学園大学指揮科卒業。ベルリン、ミュンヘンで研鑚を積み、これまで
にフランクフルト放送響、ケルン放送響、チェコ・フィル、モスクワ放送響等
に客演。01年、ドイツ・ヴュルテンベルク・フィルハーモニー管弦楽団音楽
総監督（GMD）に着任し、日本ツアーも成功に導いた。国内では94年以来、
東京交響楽団と密接な関係を続け、現在は特別客演指揮者。06年度 芸術選
奨文部科学大臣新人賞を受賞、07年より山形交響楽団音楽監督、2019年シー
ズンより同楽団芸術総監督に就任。2014 年シーズンより日本センチュリー交
響楽団首席指揮者。
2020 年 1月より東京佼成ウインドオーケストラ首席客演指揮者、同年 4

月より中部フィルハーモニー交響楽団首席客演指揮者。2021 年 4月より東
京ニューシティ管弦楽団ミュージック・アドヴァイザー (次期音楽監督 )に就任。

飯森範親オフィシャル・ホームページ  http://iimori-norichika.com/

指揮者プロフィール

1941 年生まれ。故斎藤秀雄のもとで指揮法を修め、1963年に桐朋学園大学音楽学部を卒業。1964年 2月
に東京交響楽団を指揮してデビューののち同団の音楽監督・常任指揮者を40年間にわたり務める。その間、アメ
リカ響音楽監督、バンクーバー響音楽監督 (現在桂冠指揮者 )、シラキュース響音楽監督などを歴任。また、ニュー
ヨーク・フィル、ボストン響、クリーヴランド管、シカゴ響、ケルン放響、ベルリン放響、北ドイツ放響、スイス・
ロマンド管など世界の一流オーケストラに客演している。 
これまでにサントリー音楽賞、芸術選奨文部大臣賞、大阪芸術賞、毎日芸術賞、川崎市文化賞、京都音楽賞大
賞などを受賞。2001年紫綬褒章、2011年旭日小綬章を受章。2014年度文化功労者に選出。
現在、中部フィルハーモニー交響楽団芸術監督・首席指揮者、日本センチュリー交響楽団ミュージックアドバイザー

（2020 年 4月より）、東京交響楽団桂冠指揮者、広島交響楽団終身名誉指揮者、九州交響楽団桂冠指揮者など
多くの任を務めるほか、洗足学園音楽大学芸術監督・特別教授、京都市立芸術大学客員教授を務めている。

一昨年から続くコロナ禍での演奏会もようやく通常通り…と思ったのも束の
間、またまた変異株という危機に突入し、まだまだ予断を許さない状況ですが、
皆で力を合わせて2022シーズンを乗り越えていきたいと思います。
2022シーズンの定期演奏会は昨シーズンからの「ベートーヴェン・ツィク
ルス」は第九で完結。首席客演指揮者・飯森範親氏にはドイツ初期ロマン派
の名曲プログラムを、また愛知県出身田中祐子さんの指揮で中部フィル委嘱、
小櫻秀樹作品の世界初演など充実したプログラムをお届けいたします。また
特別演奏会では、例年通りの松阪、岐阜、小牧に加え今シーズンから新たに
幸田町での開催も決まりました。
創立から22年、これまで中部フィルはいくつもの難関、困難がありましたが、
皆様のおかげで現在まで乗り越えてくることができました。引き続き皆様の応
援、サポートを何卒よろしくお願い申し上げます。

ご挨拶

飯森 範親

〈首席客演指揮者〉
Norichika Iimori

  ⓒ山岸伸

秋山 和慶

〈芸術監督・首席指揮者〉
Kazuyoshi Akiyama
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1stViolin　  

藤原 綾
古井 麻美子
綾川 智子
加藤 絢子
加藤 和可子
片山 瑠央
森下 由貴

2stViolin　  

加藤 恵子
長谷川 雪乃
清水 綾　
清水 里佳子
原 沙登子
森 清泉

Viola　　　

石川 園恵
葛西 麻弓子
加瀬 眞望子
祖父江 依子
中山 翔太

Cello　　　

河井 裕二
原 悠一
鈴木 康史
外山 純子

Contrabass

望月 康宏
早瀬 美紀

Flute　　　

山村 歩
上田 花奈

Oboe　     

新田 祐子
宮沢 香おり

Clarinet　  

玉井 真紀子
織田 真里江
北野 美幸

Fagott　　 

北川 陽子

Horn　　　

舟橋 知奈美
古川 愛
森 隆一郎
山下 奈緒美

Trumpet　 

赤堀 裕之史
田中 誠剛

Trombone

菅 貴登

Tuba　　　

井上 晃輔

Timpani&
Percussion

小川 研一郎

会長 : 西村 義明　　ファウンダー : 佐藤 宏
理事長 : 加藤 隆久　　常務理事：上村 和久／布藤 和志
常任理事 : 赤堀 裕之史／岩田 徹／河井 裕二／後藤 孝文／副島 孝／水野 恵翠
理事 : 稲山 達也／今枝 勇夫／大野 英人／佐藤 大五郎／志村 美佐子／社本 さと子／武元 智子／
　　　西村 義明／丹羽 正雄／宮田 真弓／横田 恭子
監事 : 伊藤 裕介／野々川 和明　　経理アドバイザー : 野々川 邦弘　　アドバイザー : 大野 英人

総務部長 : 布藤 和志　　営業部長：上村 和久
演奏事業部：リーダー 吉田 敬一（ステージ・マネージャー）／志賀 美保（ライブラリアン）／　
　　　　　　笠井 雄太（事業担当）／乾 光季（事業担当）／吉田 美奈（アシスタントライブラリアン）
総務部 : リーダー 坂下 冴子（総務担当）／柿下 まり（経理担当）／後藤 利樹（システムアドバイザー）

事 務 局

楽 団 員

芸術監督・首席指揮者 : 秋山 和慶　　首席客演指揮者：飯森 範親

中部フィルハーモニー交響楽団

★ コンサートマスター
☆ アシスタントコンサートマスター 
◎ トップ奏者
○ 副トップ奏者

★

★

☆

◎

○ ○

◎ ◎

◎

◎

◎ ◎

◎

楽団員紹介

○

◎

○

◎ ◎

◎

（2022年1月31日現在）
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2022

15:00 開演
5.28（土）

2022

15:00 開演
7.17（日）

2022

15:00 開演
9.17（土）

定期演奏会

　　　　　　　　シリーズ　　三井住友海上 しらかわホールＮＡGＯＹＡ

【チケット代金】 定期演奏会6公演いずれも同額
プラチナ 席5,500円　Ｓ席 4,500円　Ａ席 3,500円　B席 2,500円　学生席1,000円（当日窓口にて販売、25歳以下、学生証提示）

第80回定期演奏会　NAGOYA シリーズ１
秋山のベートーヴェン・ツィクルス４

指揮：秋山和慶（中部フィルハーモニー交響楽団芸術監督・首席指揮者）
●ベートーヴェン：序曲「命名祝日」作品115
●ベートーヴェン：交響曲第4番変ロ長調作品60
●ベートーヴェン：交響曲第8番へ長調作品93

伯爵未亡人との恋愛が順調で幸せな時期に作曲された交響曲第4番は、明るく和やかでロマンティックな曲想が溢れています。そし
て、前作の交響曲第7番の激しい曲想に比べ、穏やかで気品あふれる作品となったのがこの交響曲第8番です。この時期ベートーヴェ
ンはボヘミアの温泉保養地で恋人アマーリエ・ゼーベルトと親しくなり幸せな時間を共有していました。幸福感溢れる交響曲2曲にご
期待下さい。

第81回定期演奏会　NAGOYA シリーズ2
飯森のドイツ・ロマンティシズムへのオマージュ～ドイツ初期ロマン派の抒情１～

指揮：飯森範親（中部フィルハーモニー交響楽団首席客演指揮者）
チェロ：佐藤晴真（愛知県出身 2019年ミュンヘン国際音楽コンクールチェロ部門優勝）
●ウェーバー：歌劇「オイリアンテ」序曲
●シューマン：チェロ協奏曲イ短調作品129
●メンデルスゾーン：交響曲第３番イ短調「スコットランド」作品56

首席客演指揮者の飯森範親による「ドイツ初期ロマン派の抒情シリーズ」の開始です。ウェーバー、シューマン、メンデルスゾーン、聴
きやすくどこか控えめでロマンティックな抒情性を持つ作品は日本人好みです。演奏機会が稀なシューマンのチェロ協奏曲はオーケス
トラに対して流麗なチェロ独奏が際立つ名協奏曲です。2019年ミュンヘン国際音楽コンクールチェロ部門で日本人として初めて優勝
した佐藤晴真のテクニックを聴くのは楽しみです。飯森が長年過ごしたドイツへの思慕を感じたい！

第82回定期演奏会　NAGOYA シリーズ3
秋山のベートーヴェン・ツィクルス５

指揮：秋山和慶
●ベートーヴェン：劇付随音楽「献堂式」序曲作品124
●ベートーヴェン：交響曲第2番ニ長調作品36
●ベートーヴェン：交響曲第7番イ長調作品92

ベートーヴェンの難聴が特に悪化している時期の作品がこの交響曲第2番ですが壮年期に入る希望に満ちて曲想は明るく穏やかなも
のになっています。そして交響曲第7番は漫画の「のだめカンタービレ」で一気に有名になった曲です。リストが「リズムの神化」と呼ん
だように8分の6拍子を多用した激しい曲想はカッコよく、人気が出た一因でしょう。

中部フィルサポーター・フレンズ先行予約　2月2日（水）～2月8日（火） ／ 一般発売　2月16日（水）

中部フィルサポーター・フレンズ先行予約　4月6日（水）～4月12日（火） ／ 一般発売　4月20日（水）

中部フィルサポーター・フレンズ先行予約　6月8日（水）～6月14日（火） ／ 一般発売　6月22日（水）

秋山 和慶

 ©山岸伸

飯森 範親 佐藤 晴真
 ©Seiichi Saito

秋山 和慶
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　　　　　　　シリーズ　　小牧市市民会館KOMAKI
2022

15:00 開演
10.22（土）

2022

15:00 開演
12.11（日）

2023

15:00 開演
2.11（土・祝）

第83回定期演奏会　KOMAKI シリーズ1
田中祐子の「プログラムに個性を込めて！」

指揮：田中祐子 
●ウェーバー：歌劇「魔弾の射手」序曲
●小櫻秀樹：Dirigent bin ich（邦題：俺は指揮者だ！）（中部フィルハーモニー交響楽団委嘱作品・世界初演）
●ブラームス：交響曲第4番ホ短調作品98

中部フィルサポーター・フレンズ先行予約　7月13日（水）～7月19日（火） ／ 一般発売　7月27日（水）

指揮は愛知県出身でフランスにて経験を積み進化中の田中祐子さん。今回のプログラムはロマン派の名曲、ウェーバー「魔弾の射手」
序曲とブラームス作曲交響曲第4番も大いに楽しみですが、この2曲に挟まれた曲「Dirigent bin ich」は特別に楽しみです。この曲は
作曲家の小櫻秀樹さんと田中祐子さんの会話から生まれたアイデアが形になった中部フィル委嘱の新作初演です。会場を広く使用す
る構想もあり、どんな形に仕上がるのか今からワクワクです。ご期待下さい！

第84回定期演奏会　KOMAKI シリーズ2
秋山のベートーヴェン・ツィクルス６

指揮：秋山和慶
ソプラノ：伊藤晴　メゾソプラノ：相可佐代子　テノール：中井亮一　バリトン：伊藤貴之
合唱：名古屋芸術大学ハルモニア合唱団・名古屋芸術大学学生合唱団・こまき第九2022特別合唱団
●ベートーヴェン：歌劇「フィデリオ」序曲作品72
●ベートーヴェン：交響曲第9番ニ短調「合唱付き」作品125

前年度から始まった秋山の「ベートーヴェン・ツィクルス」は交響曲第9番「合唱付き」でいよいよラスト。秋山は中部フィルでの「第
九」は初指揮になり、ベートーヴェン・ツィクルスの最終回となり「歓喜の歌」が秋山の指揮で小牧に響きます！
ソリストは日本のトップシンガーの伊藤晴、相可佐代子、中井亮一、伊藤貴之の皆さんがつとめます。また合唱は愛知県で唯一のプ
ロ合唱団「名古屋芸術大学ハルモニア合唱団」にご協力いただき、一般市民で構成される「こまき第九2022特別合唱団」と共に「第
九」を歌い上げます。秋山の重厚感溢れる「第九」にご期待下さい！

第85回定期演奏会　KOMAKI シリーズ3
飯森のドイツ・ロマンティシズムへのオマージュ～ドイツ初期ロマン派の抒情２～

指揮：飯森範親　ヴァイオリン：周防亮介（2016年ヴィエニャフスキー国際ヴァイオリンコンクール入賞）
●ウェーバー：歌劇「オベロン」序曲
●メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲ホ短調作品64
●シューマン：交響曲第3番変ホ長調「ライン」作品97

飯森範親の「ドイツ初期ロマン派の抒情」の第2回目です。まずウェーバー作曲の歌劇「オベロン」序曲で快活に始まり、メンデルス
ゾーンのヴァイオリン協奏曲は昔から日本人に愛されているロマンティシズム溢れる名曲です。ヴァイオリンソロは数々の音楽コン
クールで優勝するなど将来を期待される逸材の周防亮介さんです。若い感性が奏でる演奏に注目です。最後はシューマンの交響曲第
3番「ライン」です。ドイツのライン地方をこよなく愛したシューマンの思いが溢れる名曲です。

中部フィルサポーター・フレンズ先行予約　9月7日（水）～9月13日（火） ／ 一般発売　9月21日（水）

中部フィルサポーター・フレンズ先行予約　11月2日（水）～11月8日（火） ／ 一般発売　11月16日（水）

 ©TAKUMI JUN

田中 祐子 

飯森 範親 周防 亮介

 ©sajihideyasu

秋山 和慶

 ©山岸伸
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松阪特別演奏会  「大河ドラマ作曲家 渡辺俊幸の世界！」
～渡辺俊幸音楽家生活50周年記念～ 　クラギ文化ホール

2022

15:00 開演
11.12（土）

特別演奏会

指揮・お話：渡辺俊幸
共演：松阪地区5高校吹奏楽部金管セクション＊

　　（三重高校　松阪高校　松阪工業高校　松阪商業高校　相可高校）

＜第1部＞「名映画音楽ファンタジー！」
●Ｒ．ロジャース「サウンド・オブ・ミュージック」セレクション
●Ｊ．ウイリアムズ「オリンピック・ファンファーレ」＊

●Ｊ．ウイリアムズ「インペリアル・マーチ」（ダース・ベイダーのテーマ）＊

●Ｊ．ウイリアムズ「スターウォーズ」からレイア姫のテーマ、メインテーマ　他

＜第2部＞「作曲家 渡辺俊幸の世界！」
●渡辺俊幸編曲　ディズニー・ファンタジー序曲
●渡辺俊幸作曲　NHK連続テレビ小説「おひさま」からメインテーマ
●渡辺俊幸作曲　NHKテレビドラマ「大地の子」からメインテーマ
●渡辺俊幸作曲　NHK大河ドラマ「利家とまつ」からメインテーマ　他

オーケストラサウンドに乗って
美しいメロディーが松阪で響き
ます！音楽家生活50周年を迎
えた日本を代表する作曲家の
渡辺俊幸が精魂込めた自身の
大河ドラマ「利家とまつ」メイ
ンテーマの他、「アニメ」「朝ド
ラ」のテーマ曲を披露します。

渡辺 俊幸 

岐阜特別演奏会  「ニューイヤーコンサート 音楽の福袋第12弾！」

指揮：横山奏

＜第1部＞“名交響曲”で新年を迎えよう！
●モーツァルト：交響曲第41番ハ長調「ジュピター」K.551

＜第2部＞「珠玉のウィーン名曲集」
●オッフェンバック：オペレッタ「天国と地獄」序曲
●エドワルド・シュトラウス：ポルカ「テープは切られた」作品45
●ヨーゼフ・シュトラウス：ポルカ「小さな風車」作品57
●ヨハン・シュトラウス2世：ワルツ「南国のバラ」作品388
●ヨーゼフ・シュトラウス：鍛冶屋のポルカ作品269
●ヨハン・シュトラウス2世：「チク・タク・ポルカ」作品365
●レハール：ワルツ「金と銀」作品79

【全席指定】 プラチナ 席5,500円　Ｓ席 4,500円　
　　　Ａ席 3,500円　学生席1,000円 ※25歳以下（当日窓口のみ販売）

　サラマンカホール

2023

14:00 開演
1.14（土）

【全席指定】 一般：3,000円　学生：1,000円 ※25歳以下

中部フィルサポーター・フレンズ先行予約　8月17日（水）～8月24日（水） ／ 一般発売　8月31日（水）

中部フィルサポーター・フレンズ先行予約　10月5日（水）～10月11日（火） ／ 一般発売　10月19日（水）

年明け恒例のニューイヤーコンサート「音楽の福袋」
も12回目となりました。
溌溂とした指揮ぶりが好評の横山奏により、本年も
年明けにふさわしいプログラムをご用意！
このコンサートを聴いて「福」を引き寄せましょう！

横山 奏
 ©平舘平
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幸田特別演奏会 「ニューイヤーコンサート2023」
～椿三重奏団と共に～

＜プログラム＞
●ヨハン・シュトラウス2世：ワルツ「南国のバラ」作品388
●ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲第1番ト短調作品26（礒絵里子）
●チャイコフスキー：ロココ風の主題による変奏曲イ長調作品33（新倉瞳）
●リスト：ピアノ協奏曲第1番変ホ長調（高橋多佳子）

幸田町で初の中部フィル主催コンサート開催です！
幸田町でお馴染みの「椿三重奏団」の礒絵里子、
新倉瞳、高橋多佳子の才媛がゲストで登場します。
ご期待ください！

小牧特別演奏会 「名曲の調べ」

指揮：田中祐子
ヴァイオリン：ティモシー・チューイ
　　　　　  （協力：日本音楽財団　特別協力：日本財団）

＜プログラム＞
●ベルリオーズ：序曲「ローマの謝肉祭」作品9
　“世界が認めたヴァイオリニスト：ティモシー・チューイ登場”
●サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン作品20
●マスネ：タイスの瞑想曲
●サン＝サーンス：序奏とロンドカプリチオーソ作品28
●ビゼー：劇音楽「アルルの女」組曲
第1組曲
　①前奏曲　②メヌエット　③アダージェット　④鐘
第2組曲（E・ギローによる編曲）
　①牧歌　②間奏曲　③メヌエット　④ファランドール

今年度の小牧特別は2019年エリザベート王妃国際
コンクール2位のアメリカのヴァイオリニスト、ティモ
シー・チューイが登場！「ツィゴイネルワイゼン」な
ど、聴きなじみのあるヴァイオリン曲を奏でます。
またフランス留学で力を蓄えた指揮の田中祐子によ
るビゼー「アルルの女」組曲も楽しみ！

　小牧市市民会館

　幸田町民会館

2023

15:00 開演
1.28（土）

2023

15:00 開演
3.11（土）

【全席指定】 一般：3,500円
　　　　　　　学生：1,000円 ※25歳以下

中部フィルサポーター・フレンズ先行予約　10月5日（水）～10月11日（火） ／ 一般発売　10月19日（水）

松村 秀明

田中 祐子

【全席指定】 プラチナ 席5,500円　Ｓ席 4,500円　Ａ席 3,500円　
　　　　　　　B席 2,500円　学生席1,000円 ※25歳以下（当日窓口のみ販売）

中部フィルサポーター・フレンズ先行予約　12月7日（水）～12月13日（火） ／ 一般発売　12月21日（水）

椿三重奏団

指揮：松村秀明

（椿三重奏団）
ヴァイオリン：礒絵里子
チェロ：新倉瞳 
ピアノ：高橋多佳子

ティモシー・チューイ
 ©sajihideyasu

 ©Fukaya Yoshinobu
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2022年5月28日（土） 15時開演
第80回定期演奏会（NAGOYAシリーズ１）
しらかわホール

2022年7月17日（日） 15時開演
第81回定期演奏会 (NAGOYAシリーズ２）
しらかわホール

2022年9月17日（土） 15時開演
第82回定期演奏会 (NAGOYAシリーズ３)
しらかわホール

2022年10月22日（土） 15時開演
第83回定期演奏会（KOMAKIシリーズ１）
小牧市市民会館

2022年11月12日（土） 15時開演
松阪特別演奏会
クラギ文化ホール

年間を通して、ホールごとに同じお席でお楽しみいただけます。1回券をお求めいただくより、25％もお得です。
※今後の感染状況により座席のレイアウトや席数が変更になる場合がございます。 あらかじめご了承ください。

年間を通した定期会員券です。

24,600円プラチナ席

席種 NAGOYA・KOMAKI
〈全 6 公演分〉

33,000円
通常価格

19,800円S席 27,000円
通常価格

15,600円A席 21,000円
通常価格

10,800円B席 15,000円
通常価格

5,500円プラチナ席

席種 1公演

4,500円S席

3,500円A席

2,500円B席

12,300円プラチナ席

席種 NAGOYAシリーズ
〈3 公演分〉

16,500円
通常価格

9,900円S席 13,500円
通常価格

7,800円A席 10,500円
通常価格

5,400円B席 7,500円
通常価格

12,300円

KOMAKIシリーズ
〈3 公演分〉

16,500円
通常価格

9,900円13,500円
通常価格

7,800円10,500円
通常価格

5,400円7,500円
通常価格

※他の割引とは併用できませんのでご了承ください。※詳しくはお問合せください。

シーズン会員券
1公演ごとのチケットです。

1回券 25％割引通常価格
シリーズごとの定期会員券です。お好みのシリーズがある方、
シリーズごとに座種を変えたい方もこちらをご利用下さい。

シリーズ会員券 25％割引

2022年12月11日（日） 15時開演
第84回定期演奏会（KOMAKIシリーズ２）
小牧市市民会館

2023年1月14日（土） 14時開演
岐阜特別演奏会
ニューイヤーコンサート音楽の福袋第12弾！
サラマンカホール

2023年1月28日（土） 15時開演
幸田特別演奏会
ニューイヤーコンサート2023
幸田町民会館

2023年2月11日（土·祝） 15時開演
第85回定期演奏会（KOMAKIシリーズ3）
小牧市市民会館

2023年3月11日（土） 15時開演
小牧特別演奏会　
「名曲の調べ」
小牧市市民会館

■ 定期演奏会　■ 特別演奏会

公演カレンダー

定期会員券

10
Season Program 2022

年間を通して、ホールごとに同じお席でお楽しみいただけます。1回券をお求めいただくより、25％もお得です。
※今後の感染状況により座席のレイアウトや席数が変更になる場合がございます。 あらかじめご了承ください。

年間を通した定期会員券です。

24,600円プラチナ席

席種 NAGOYA・KOMAKI
〈全 6 公演分〉

33,000円
通常価格

19,800円S席 27,000円
通常価格

15,600円A席 21,000円
通常価格

10,800円B席 15,000円
通常価格

5,500円プラチナ席

席種 1公演

4,500円S席

3,500円A席

2,500円B席

12,300円プラチナ席

席種 NAGOYAシリーズ
〈3 公演分〉

16,500円
通常価格

9,900円S席 13,500円
通常価格

7,800円A席 10,500円
通常価格

5,400円B席 7,500円
通常価格

12,300円

KOMAKIシリーズ
〈3 公演分〉

16,500円
通常価格

9,900円13,500円
通常価格

7,800円10,500円
通常価格

5,400円7,500円
通常価格

※他の割引とは併用できませんのでご了承ください。※詳しくはお問合せください。

シーズン会員券
1公演ごとのチケットです。

1回券 25％割引通常価格
シリーズごとの定期会員券です。お好みのシリーズがある方、
シリーズごとに座種を変えたい方もこちらをご利用下さい。

シリーズ会員券 25％割引

〒460-0008 名古屋市中区栄 2-9-15　TEL 052-222-7110
〈地下鉄「伏見」駅 5 番出口から徒歩 5 分〉

〒485-0041 小牧市小牧 2-107　TEL 0568-77-8205
名鉄「小牧」駅から徒歩 10 分（800m）

チケットお申込み方法
▼電話またはメールでご予約
TEL 0568-43-4333
メール info@chubu-phil.com
愛知県小牧市小牧2-107
小牧市市民会館内
受付時間　火～土　9:00～17:00

▼WEBでお申込み

https://chubuphil.tstar.jp/
＊ご予約のキャンセルは致しかねますので
　あらかじめご了承ください

チケットのお渡し・ご精算方法
▼窓口精算
事務局窓口または演奏会当日会場窓口にてご精算いただけます。

▼代引き
日本郵政株式会社の代金引換サービスでお送りします。
チケットをお受け取りの際に、配達人に「チケット代金」と「手数
料」をお支払いください。

　中部フィルサポーター・フレンズ：手数料無料
　中部フィルサポーター・フレンズ以外：手数料500円

WEBでお申込み ⇨ クレジットカード決済
⇨ コンビニ発券もしくは電子チケット

　コンビニ発券：手数料110円／枚　電子チケット：手数料55円／枚

▼カード決済WEB 申込み限定 

ホール座席表

チケットお申込み方法

＊手数料はかかりません　＊会員割引券のご利用はこちら窓口精算のみになります
＊今後の新型コロナウイルス感染症の状況により、窓口精算を中止する場合がございます
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