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ソニ�ク シテ�
独演会

真打昇進後︑

初のソニックシティ登場！

今度の舞台は大ホール︒

圧倒的な熱量で会場を巻き込む

その至芸に刮目せよ！

3 4

2021年 月 日

19:00開演（18:20開場）
ソニックシティ大ホール

１２月２１日
１２月２２日
１２月２３日
１２月２４日

ホールメンバーズネット発売
ホールメンバーズ発売
メルマガ会員発売
一般発売
インターネット先行発売あり！

※詳細は中面をご覧ください。

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

☎ 048-647-7722（9時〜17時／日曜・祝日を除く）
☎ 048-647-4001（10時〜19時／１月のお休み : 1日㊎㊗･4日㊊･18日㊊･19日㊋･20日㊌･21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

日本フィルハーモニー交響楽団

好評発売中！

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

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〜

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！
！
第１２３回

２０２１年

１月８日

１８：２０開場
１９：００開演

第123回単独券 料金表
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

第１２４回

車イス席

2,000円
2,000円

［指

※
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

5,000円
4,500円

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

※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。

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
公演時間は60分〜70分程度(休憩なし)を予定しております。

3 4

2021年 月 日

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。

赤字表記の価格は「会員価格」です
13:30開演
いざな

※最大客席数2,505席のところ、794席にて開催します。

定価
会員

3,800円
3,600円

（全席指定）

主催・お問合せ

１２月２１日
１２月２２日
１２月２３日
１２月２４日

ホールメンバーズネット発売
ホールメンバーズ発売
メルマガ会員発売
一般発売

インターネット先行発売あり！

ソニックシティホールメンバーズ事務局 ☎048-647-7722

（公益財団法人埼玉県産業文化センター内）

2021年3月30日

一等席12,000円

※開演時間が１３：００→１３：３０に変更と
なりました。
※定価販売となります。
※プログラム付き。
（当日渡し）

© 松竹

S席12,000円➡ 11,500円
A席10,000円➡ 9,500円
B席 8,000円➡ 7,500円

※チケットはお一人様4枚までとさせて
いただきます。
※未就学児のご入場はお断りいたします。
※曲目・曲順等に変更がある場合がござ
います。
※新型コロナウィルス感染症対策の最新
情報はチケットスペースのHP(https:
//www.ints.co.jp/)をご確認ください。

7,000円
6,180円

さいたま市民割引のご案内
（第124回のみ）

※限定200枚とさせていただきます。
※売切の際はご容赦下さい。

第45回 埼玉県民のための"がんの集い"
（テーマ）
「がん治療

最前線

〜ロボット支援下手術からゲノム医療まで〜」

日時 令和3年1月30日㈯13:00〜16:00 ※途中休憩あり
会場 ソニックシティ国際会議室
（ホール棟４階）
定員 120名
（定員になり次第締切）
入場料 無料
申込み 次のいずれかの方法❶直接申込み
（埼玉県立
がんセンター１階総合案内にて受付）
❷電子メール
n221111@pref.saitama.lg.jp❸はがき
（埼玉県
立がんセンター
「がんの集い」
係宛て）
宛先 埼玉県立がんセンター
「がんの集い」
係
〒362-0806 北足立郡伊奈町小室780番地

ソニックダンスステージ
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。
日 時
2021年1月23日㈯
開演14：00
料 金
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）
会 場
ソニックシティ大ホール

※お申込みの際は、
「お名前」
「ご住所」
「電話番号」
「参加人数」
をご記入下さい。
※参加決定の連絡はしませんが、定員
（120名）
超過で参加で
きない場合は、個別に連絡します。
※当日は、テレビ放送の収録等が入ります。

問合せ先：埼玉県立がんセンター 事務局 ☎048-722-1111
共 催：公益財団法人埼玉県産業文化センター、
株式会社テレビ埼玉
後 援：一般社団法人埼玉県医師会、公益財団法人埼玉県
健康づくり事業団、株式会社埼玉新聞社

※詳細につきましては
ソニックシティＨＰ、
公式Twitterをご覧
ください。

お問合せ：
（公財）埼玉県産業文化センター 事業企画課
TEL：048-647-4034
（9:00〜17:00／日曜・祝日を除く）
ホ ー ル メ ン バ ー ズ 会 員 の お 知 ら せ

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

14:00開演

好評発売中！

第124回

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。

電話・5F窓口でのお取扱いとさせていただきます。

好評発売中！

好評発売中！

（9時〜17時 /日曜・祝日を除く）

2,000円
2,000円

※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

19:00開演（18:20開場）

辻井伸行×佐藤晴真 究極の協奏曲コンサート
秋山和慶指揮 読売日本交響楽団

※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。
※売切の際はご容赦下さい。

＊公演時間は120分程度（休憩あり）を予定しております。

ソニックシティ大ホール

布施明 55th ANNIVERSARY LIVE TOUR 市川海老蔵 古典への誘い
演目：河竹黙阿弥作「弁天娘女男白浪」他
〜陽はまた君を照らすよ〜
全席指定7,000円
➡ 6,500円

＊2,505席のところ８９０席にてご用意しております。

ソニ�ク シテ�
独演会

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。

2021年3月17日

ドヴォルザーク／交響曲第九番「新世界より」

神田伯山

ご来場のお客様へお願い

車イス席

※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

六代目

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。

神田伯山

ソニ�クシテ�

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。

真打昇進後︑初のソニックシティ登場！

ソニックシティにおける感染予防の取組み

17:00開演

単独券（定価）
単独券（会員）

目］

講談

演奏します。

2021年1月31日

［曲

A席

4,500円
3,830円

※
ガンバレ日本フィルチケット
（支援金付）

YouTubeソニックシティ
公式チャンネルにて
好評配信中！

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

会員限定優待チケット

S席
単独券（定価） 5,500円
単独券（会員） 4,680円

揮］小林 研一郎〔桂冠名誉指揮者〕

WEB版 小宮正安が語るシリーズの魅力
〜2020後半〜

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

第124回単独券 料金表

１８：２０開場・１９：００開演

［管 弦 楽］日本フィルハーモニー交響楽団

※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。

© Makoto Kamiya

３月１９日

［チ ェ ロ］宮田 大

第123回

単独券（定価）
単独券（会員）

２０２１年

ホールメンバーズ

☎０４８
‐６４７‐７７２２

（9時〜17時／日曜•祝日を除く）

チケットポート（ホールメンバーズ以外の方）

（

☎０４８
‐６４７‐４００１

10時〜19時／1月のお休み:1日㊎㊗･4日㊊
18日㊊･19日㊋･20日㊌･21日㊍

© Yuji Hori © Tomoko Hidaki

）

令和3年7月3日から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
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

➡

変更後

令和 4 年 3 月 31 日

☎048-647-7722（9時〜17時/日曜・祝日を除く）
https://www.sonic-city.or.jp/?page̲id=268

カフェレストラン パルテール（1階）

大ホール ホール棟1F
8日㈮ 19:00開演

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

S席 3,500円 A席 2,500円
車イス席 2,000円
ガンバレ日本フィルチケット
（支援金付）5,000円
※ガンバレ日本フィルチケットの
席種の対象はS席となります。

© Makoto Kamiya
ソニックシティホール
☎048-647-7722（9時〜17時／日曜・祝日を除く）

15日㈮ 14:00開演

23日㈯ 14:00開演

舟木一夫コンサート2021

ソニックダンスステージ

全席指定 8,000円

Sonic
ソニックシティホール Dance
☎048-647-7722
（9時〜17時／日曜・祝日を除く） Stage

アイエス
☎03-3355-3553

＆ ディナーブッフェ
ランチ

1月5日 〜2月28日

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）

31日㈰ 17:00開演

全席指定 7,000円

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

5日㈫

13日㈬

19日㈫

キャリタス就活フォーラム
さいたま会場

埼玉
医療・福祉応援プロジェクト

第4次求人企業合同面接会

時
場
料
問

13：00〜17：00
全市民ホール
無料
株式会社ディスコ
☎03-5804-5537

10：00〜16：00
第3〜5展示場
料 一般・公開 無料
問 ヒューマンアカデミー株式会社
☎048-647-6240
時

時

場

場
料
問

11
20

13：00〜16：00
全市民ホール
無料
埼玉県雇用対策協議会
☎048-647-4185

［メニュー例］
鯛めし、
ふくめん、
じゃこ天、八幡浜ちゃんぽん、
デザート各種 等

平日ブッフェ
ランチ【１１：００〜１４：００】

30日㈯
マイナビ転職フェア
時
場
料
問

写真はイメージです。

大人・シニア（６５歳以上）￥２，
８００
お子様（４歳〜小学生）￥１，
８００

大宮

ディナー【１７：３０〜２０：００】

11：00〜17：00
全展示場
一般・公開 無料
株式会社マイナビ
mt-tenshoku-fair@mynavi.jp

大人・シニア（６５歳以上）￥３，
５００
お子様（４歳〜小学生）￥２，
０００
土・日・祝日ブッフェ
（９０分制）
】
ランチ【１１：００〜１４：００

「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」の実施について

大人・シニア（６５歳以上）￥３，
２００
お子様（４歳〜小学生）￥２，
０００

ソニックシティでは、更なる新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、下記施
設において「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」を実施しています。
各施設に掲示されたQRコードをご利用のスマートフォン等で読み込むことで、
「LINEコロナお知らせシステム」に登録できます。後日、利用した施設を訪れた方が
陽性となった場合、保健所の判断により濃厚接触した可能性がある方に対してLINEで

ディナー【１７：３０〜２０：００】

大人￥４，
１００ シニア（６５歳以上）￥３，
５００
お子様（４歳〜小学生）￥２，
５００
※ご予約、お問合わせはカフェレストラン パルテールにて承っております
※今後の社会情勢により詳細が予告無く変更になる場合がございます
ので、予めご了承ください

大宮駅西口 ソニックシティ

お知らせが届くシステムです。利用方法の詳細については下記ホームページをご確認
ください。感染症拡大防止のため、皆さまのご協力をお願いいたします。
利用方法

ＴＥＬ．
０４８‐６４７‐３３００
ｈｔ
ｔｐｓ
：//ｗｗｗ．
ｐａ
ｌ
ａｃｅ
‐
ｏｍｉ
ｙａ．
ｃｏ．
ｊ
ｐ
ホールメンバーズ会員のお知らせ

詳細はこちら➡https://www.pref.saitama.lg.jp/a0701/covid19/line̲riyousya-oshirase.html

会員期限の1年間無料延長について

各施設毎に掲示（大ホール、小ホール、展示場、各会議室等）

ホール棟大規模改修に伴う休館のご案内

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）まで大規模改
修のため休館いたします。
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。
※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）

変更前

令和 3 年 3 月 31 日

変更後

令和 4 年 3 月 31 日

お問合せ •

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）
https://www.sonic-city.or.jp/?page̲id=268
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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7月3日から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。

2021・

※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

SET

埼玉県ホームページ（埼玉県LINEコロナお知らせシステム／利用方法【利用者向け】）
QRコード掲示施設

〒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

Ro-Onチケット
☎047-365-9960

※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︒

布施明 LIVE TOUR
〜陽はまた君を照らすよ〜

編集・発行︵公財︶
埼玉県産業文化センター

１月

