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好評発売中！

第123回さいたま定期演奏会

日本フィルハーモニー交響楽団

1 8

2021年 月 日

19:00開演
ヴァイオリン
曲 目

神尾 真由子

ヴィヴァルディ／
ヴァイオリン協奏曲「四季」
ピアソラ／
ブエノスアイレスの四季

ゆったりシートで！ クラシック♪

ハッピー♡ディスタンス公演
〜お客様同士の距離を十分に確保し、安全・安心なコンサートを目指します〜
© Makoto Kamiya

チケット
取扱い

ソニックシティホール
ソニックシティ チケットポート

※詳細は中面をご覧ください。

☎ 048-647-7722（9時〜17時／日曜・祝日を除く）
☎ 048-647-4001（10時〜19時／１２月のお休み : 7日㊊･23日㊌）

※新型コロナウイルスの影響により、記載のイベントは延期もしくは中止になることがございます。
あらかじめご了承下さい。
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さいたま定期演奏会

第124回定期演奏会
第１２４回

２０２１年

３月１９日

１８：２０開場・１９：００開演

１１月１８日
１１月２４日
１１月２５日

開催決定！
！

会員先行発売開始！！
メルマガ会員発売開始！
一般発売開始！

第124回単独券 料金表

インターネット
発売あり！

S席

単独券（定価） 5,500円
単独券（会員） 4,680円

A席

4,500円
3,830円

車イス席

2,000円
2,000円

※
ガンバレ日本フィルチケット
（支援金付）

［チ ェ ロ］宮田 大

単独券（定価）
単独券（会員）

［管 弦 楽］日本フィルハーモニー交響楽団
［曲

目］

第124回

7,000円
6,180円

※一般チケットに加え、演奏活動の場が失われている日本フィル
を支援する応援券を設定しております。
※席種の対象はＳ席となります。
（詳細はソニックシティHPまで）
※税制上の優遇措置の対象です。
※ソニックシティホール（☎048-647-7722）のみの取扱いとな
ります。

ドヴォルザーク／チェロ協奏曲
ドヴォルザーク／交響曲第九番「新世界より」
＊2,505席のところ８９０席にてご用意しております。
＊公演時間は120分程度（休憩あり）を予定しております。

インターネット発売あり！
※発売日は９
：
００〜の取扱い

お客様同士の距離を十分に確保し、安全・安心なコンサートを目指します！
！

揮］小林 研一郎〔桂冠名誉指揮者〕

［指

日本フィルハーモニー交響楽団

第１２３回

２０２１年

１月８日

１８：２０開場
１９：００開演

さいたま市民割引のご案内（第124回のみ）
日本フィルさいたま定期演奏会に限り、さいたま市
内在住・在勤・在学の方は、各席定価の1,000円引き
でご購入いただけます。
※限定200枚とさせていただきます。

S席
単独券（定価） 3,500円
単独券（会員） 3,000円

［ヴァイオリン］神尾 真由子
［管弦楽］
日本フィルハーモニー交響楽団

A席

2,500円
2,000円

車イス席

2,000円
2,000円

※
ガンバレ日本フィルチケット
（支援金付）

［曲 目］
ヴィヴァルディ／
ヴァイオリン協奏曲「四季」
ピアソラ／
ブエノスアイレスの四季

単独券（定価）
単独券（会員）

第123回

5,000円
4,500円

※一般チケットに加え、演奏活動の場が失われている日本フィル
を支援する応援券を設定しております。
※席種の対象はＳ席となります。
（詳細はソニックシティHPまで）
※税制上の優遇措置の対象です。
※ソニックシティホール（☎048-647-7722）のみの取扱いとな
ります。

※お申込みいただいたチケットの変更・キャンセルは出来
ませんのでご了承ください。
※出演者・曲目は変更となる場合がございます。
※未就学児同伴の入場はご遠慮願います。
© 山本倫子

第123回単独券 料金表

好評発売中！

© Makoto Kamiya

会場内の衛生対策の一環として、客席内のソーシャルディスタンスを確保す
る必要があることから、お客様同士の距離を十分に空けた座席配置とするた
め、2,505席のところ890席にてご用意しております。
また、公演開催にあたっ
ては、政府等公的機関のガイドラインのもとで運営・実施し、
日本フィルハー
モニー交響楽団は距離を十分に空けて演奏します。
公演時間は60分〜70分程度(休憩なし)を予定しております。

※お申込みいただいたチケットの変更・キャンセルは出来
ませんのでご了承ください。
※出演者・曲目は変更となる場合がございます。
※未就学児同伴の入場はご遠慮願います。

WEB版 小宮正安が語るシリーズの魅力
〜2020後半〜
YouTubeソニックシティ
公式チャンネルにて
好評配信中！

12月18日（金）に予定しておりました、
「第九」演奏会2020については、公演の特性上、
「中止」とさせていただきます。
例年、９月に発売しておりました『SONIC CITY 2021シリーズ セット券』については、開催方法など協議中につき、決まり次第、ご案内させていただきます。
ソニックシティにおける感染予防の取組み

グローバル人材就職面接会（2020年12月）

主催公演開催にあたり、衛生対策を徹底させていただきます。
検温のため、ホール入口付近に赤外線サーモグラフィを設置します。
会場内の換気を強化します。
ドア、手すりなどの多くのお客様がお手を触れられる箇所を消毒します。
受付スタッフは、
フェイスシールド及びマスクを着用して対応させていただきます。
出演者、
スタッフは毎日の検温実施など、徹底した健康管理を実施しております。

ご来場のお客様へお願い

新型コロナウイルス感染防止策にご協力をお願い申し上げます。
マスク着用、咳エチケット、手指の消毒をお願いします。
以下のお客様はご観覧をご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
▪３７.５度以上の発熱がある方。
▪過去２週間以内に発熱や感冒症状で受診や服薬等をした方。
▪咳、全身倦怠感、味覚障害、頭痛等による体調不良の方。
▪新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触がある方。
▪過去２週間以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている
国・地域への訪問歴及び当該在住者との濃厚接触がある方。

ソ ニックダ ン ス ス テ ー ジ

（就職面接会&インターンシップ説明会）
〜留学生および留学経験がある皆様は、
ぜひこの機会をご活用下さい〜
開 催 日 12月2日㈬ 13：00〜16：30
（12：00〜13：00就活ガイダンス）

日 時
2021年

埼玉県内の高校ダンス部・同好会を対象としたダンスイベント。大ホールの

1月23日㈯
開演14：00

ステージを使い、高校生たちが生演奏によるダンスパフォーマンスを披露。
MC

生演奏

ゲストダンス

＊事前にお申込み下さい。

会
場 地下1階 第1展示場
参 加 費 無料
対
象 外国人留学生及び海外留学経験の
ある日本人学生
申込方法 右のQRコードからお申し込みくだ
さい。詳しくはホーム
ページにアクセスを！
グローバル人材育成センター埼玉

検索

問合せ先 グローバル人材育成センター埼玉
☎048-833-2995
主催●埼玉県、公益財団法人埼玉県国際交流協会、
公益財団法人埼玉県産業文化センター

© Satoshi Otsuka

GAUCHI

Music Salon 音雫 〜おとしずく〜

Freedom Liberator

会員発売 2020年11月20日㈮
一般発売 2020年11月27日㈮

にっしぃ☆ ＋ tamayo

HAYATA

全席自由 1,000円

※2歳以下ひざ上無料（座席が必要な場合は有料）
公式 Twitter

Sonic
Dance
Stage

【チケットお問合せ】
ソニックシティホール TEL:048-647-7722
（9:00〜17:00/日曜・祝日を除く）
ソニックシティネット予約 https://www.sonic-city.or.jp/
ソニックシティチケットポート TEL:048-647-4001（10:00〜19:00/不定休）

【主催】
文化庁、公益社団法人日本芸能実演家団体協議会、さい
たまアート・フェスタ実行委員会（埼玉県、公益財団法人
さいたま市文化振興事業団、公益財団法人埼玉県産業
文化センター、公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団）

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

会員限定優待チケット
2021年1月31日

17:00開演

布施明 55th ANNIVERSARY LIVE TOUR
〜陽はまた君を照らすよ〜
好評発売中！

全席指定7,000円
➡ 6,500円

※未就学児のご入場はご遠慮ください。
※ソーシャルディスタンスでの座席指定になります。

赤字表記の価格は「会員価格」です

2021年3月30日

14:00開演

辻井伸行×佐藤晴真
究極の協奏曲コンサート
11月26日㈭
9:00〜会員先行発売
S席12,000円➡ 11,500円
A席10,000円➡ 9,500円
B席 8,000円➡ 7,500円

ホ ー ル メ ン バ ー ズ 会 員 の お 知 ら せ

電話・5F窓口でのお取扱いとさせていただきます。

NEW

※チケットはお一人様4枚までとさせてい
ただきます。

会員期限の1年間無料延長について
チケットのお問合せ

ホールメンバーズ

☎０４８
‐６４７‐７７２２

※未就学児のご入場はお断りいたします。

来年予定しているホール棟の改修工事中は、
ソニックシティホールで公演が開催されない状況に鑑み、現在、有効会員のお客様については、有効会員
期限を以下のとおり、延長させていただきます。 従いまして、現在お使いいただいている会員証を引き続きご利用いただけます。
変更前

（9時〜17時／日曜•祝日を除く）

※新型コロナウィルス感染拡大防止の対
応上、曲目・曲順等に変更がある場合が
ございますので、予めご了承ください。

チケットポート（ホールメンバーズ以外の方）

最 新 情 報はチケットスペースのホーム
ページ(https://www.ints.co.jp/)で随
時お知らせいたします。

（10時〜19時／12月のお休み:7日㊊･23日㊌）

☎０４８
‐６４７‐４００１

© Yuji Hori

© Tomoko Hidaki

お問合せ •

令和 3 年 3 月 31 日

ソニックシティホールメンバーズ事務局

➡

☎048-647-7722

（9時〜17時/日曜・祝日を除く）

変更後

令和 4 年 3 月 31 日

https://www.sonic-city.or.jp/?page̲id=268

大ホール ホール棟1F
6日㈰ 15:30開演
Miss College Dancer 2020
FINAL
自由席 3,500円

写真はイメージです。

東京六大学ストリートダンス連盟事務局
info@t6sdl.tokyo

19日㈯ 9:30開演

第48回埼玉県医学検査学会
（市民公開講演）
一般

無料

￥33,480（税込）

※別途料金￥1,650（税込）にて、配送を承ります。

2020年
大成幼稚園クリスマス会

新年に華やぎを添える
ホテルオリジナルおせち料理をご堪能ください

関係者のみ

変わらぬ品質を保ち、
より安心してお召し上がりいただけるよう

公益社団法人 埼玉県臨床検査技師会
☎048-647-2111
（内線5602）

冷凍にてお届けいたします

大成幼稚園
☎048-663-2892

パレスホテル大宮

展示場･イベント広場 ビル棟B1F 市民ホール ビル棟4F

時

時間 場 場所

料

料金 問 問合せ

6日㈰

12日㈯・13日㈰

12日㈯・13日㈰

第48回埼玉県医学検査学会

フランスベッド特別ご招待会

振袖フェスティバル
in 大宮ソニック

時
場
料
問

9：30〜15：00
全市民ホール
関係者のみ 2,000円
公益社団法人 埼玉県臨床検査技師会
☎048-647-2111
（内線5602）

時
場
料
問

10：00〜18：00
第1展示場
招待
株式会社グリフ
☎03-5985-8311

時
場
料
問

10：00〜19：00
第2・3展示場
一般・公開
株式会社ジョイフルまるやま
☎03-3600-2723

毛塚智之総料理長監修

素材ひとつひとつに吉祥の思いを込めて、素材の選定、
調理、盛り付けまで監修いたしました。
新しい年の幸福を願い、晴れやかな笑顔が集うお正月。
ご家族皆様で心あたたまるお正月をお迎えくださいませ。

早期予約
割引

12月6日㈰までにご予約ください
￥33,480 ➡￥30,801（税込）

承り期間 配送をご希望の場合は2020年12月20日㈰まで

にご予約ください
＊2020年12月20日㈰以降のご予約はクラウン
レストランにお問合わせください
お受取日 配送

2020年12月29日㈫・30日㈬
＊配送の場合、お届け時間のご指定はご了承
ください

主催者の方へお願い

クラウンレストラン店頭

12月31日㈭

●飛沫感染リスクヘの対応（マスク着用）

＊数量に限りがございます。売切れの際はご容赦ください。
＊諸事情により献立の内容が変更となる場合がございます。
＊商品は冷凍となっておりますので、商品到着後解凍してお召し上がりください。
＊商品の解凍は商品同封の解凍方法をご確認ください。
（解凍の目安：冷蔵庫
（５℃〜１０℃）
または冷暗所で自然解凍してください。
＊解凍時間は目安として約２４時間になります）
＊天候等の諸事情により、配達日時等に変更が生じる場合がございます。
＊１１月３０日㈪以降のキャンセルはご返金いたしかねますので、ご了承ください。

●密接・密集を避けるための対応（ソーシャルディスタンスの確保等）

ご予約・お問合わせはクラウンレストランにて承ります（11：00〜20：30)

施設利用にあたっては、新型コロナウイルス感染防止のため、次の各項目の実
施にご協力いただきますようお願い申し上げます。詳しくはホームページをご覧
ください。

●入場時の対応（体調確認）

10
22

〒330︲8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1︲7︲5 ソニックシティビル5F

6日㈰ 14:20開演

和洋中 三段重

（内寸 19.6×19.6×3.8 ㎝）

※本誌のスケジュールは 月 日現在で作成いたしましたので︑
それ以降の変更については︑ご了承ください︒

小ホール ホール棟2F

編集・発行︵公財︶
埼玉県産業文化センター

１２月

大宮駅西口 ソニックシティ

●退場時の対応（ブロックごとに順次退場）
●接触感染リスクヘの対応（手指消毒）
●密閉空間を避けるための対応（換気）
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SET

なお、県内新規感染者が再び増加し、埼玉県から施設利用の自粛再要請があっ
た場合は、貸出が中止となります。

ソニックシティ大ホール・小ホール・国際会議室などのホール棟は、
令和3年（2021年）7月3日（予定）から令和5年（2023年）2月3日（予定）まで大規
利用者皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご了承のほどお願い申し上げ
ます。

文化振興事業充実のため皆さまからのあたたか
いご寄附をお待ちしております。

個人

1口

10,000 円

法人

1 口 100,000 円

※詳しくはホームページをご覧ください➡https://www.sonic-city.or.jp/?page̲id=18824

お問合せ：利用推進課

☎048-647-4111（9：00〜17：00／日曜・祝日を除く）

公益財団法人
埼玉県産業文化センター
総務企画部総務経理課

☎048-647-4161

12

第390号毎月1回発行

模改修のため休館いたします。

（公財）埼玉県産業文化センターが実施する産業・

2020・

ホール棟大規模改修に伴う休館のご案内

