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２０２１シリーズ

※詳細は中面をご覧ください。

さいたま定期演奏会　日本フィルハーモニー交響楽団
５公演セット券

さいたま定期演奏会　日本フィルハーモニー交響楽団
５公演セット券

［指揮］小林 研一郎〔桂冠名誉指揮者〕　［ピアノ］小山 実稚恵［指揮］小林 研一郎〔桂冠名誉指揮者〕　［ピアノ］小山 実稚恵 ［指揮］角田 鋼亮　［ヴァイオリン］前橋 汀子

［指揮］井上 道義　［フルート］工藤 重典　［ハープ］山宮 るり子

［指揮］園田 隆一郎　［バレエ］牧阿佐美バレヱ団

［指揮］鈴木 優人　［ピアノ］松田 華音

会場：埼玉会館 大ホール会場：埼玉会館 大ホール

インターネット
発売あり！

© ND Chow©山本倫子

©高木ゆりこ ©土居政則

© Fabio Parenzan 撮影：山廣康夫

© Hikaru Hoshi ©篠山紀信

© Ayako Yamamoto©Marco Borggreve

第１２７回 ２０２１年 ９月１７日金  １９：００　開演

第１２９回

特別演奏会２０２１

第１３０回 ２０２２年 ３月１１日金  １９：００　開演

２０２１年１１月１２日金  １９：００　開演第１２８回幻幻 舞舞

愴愴雅雅

憧憧

5月17日月　会員ネット先行発売開始！！
5月19日水　会員先行発売開始！！
5月24日月　メルマガ会員先行発売開始！
5月26日水　一般発売開始！

２０２２年 １月７日金  １９：００　開演

２０２１年１２月１７日金  １９：００　開演
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［指    揮］広上淳一
［管弦楽］日本フィルハーモニー交響楽団
［曲    目］
　ベートーヴェン／交響曲第6番「田園」
　ベートーヴェン／交響曲第5番「運命」

［指  揮］小林 研一郎
　　　  〔桂冠名誉指揮者〕
［ピアノ］小山 実稚恵
［曲  目］
ベートーヴェン／
　ピアノ協奏曲第３番
ベルリオーズ／
　幻想交響曲

第１２６回 ２０２１年 ７月２日金 １８：２０開場　
１９：００開演

好評発売中！好評発売中！
インターネット発売あり！

第126回単独券 料金表 日本フィル楽団員さんからのメッセージ動画公開中！
S席 A席 Ys席

5,500円
4,680円

4,500円
3,830円

2,000円
2,000円単独券（会員）

単独券（定価）

単独券（会員）

※Ys席（19歳以下）はA席となります。
※車イス席（6席）をご利用の場合、Ys席と同料
金になります。
※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。

YouTubeソニックシティ公式チャンネルにて日本
フィル楽団員さんからのメッセージ動画を公開し
ています。動画内では、あの名曲の演奏もお聞きい
ただけます♪

第１２７回 ２０２１年 ９月１７日金
１８：２０開場・１９：００開演

［指  揮］角田 鋼亮
［ヴァイオリン］前橋 汀子
［曲  目］
ベートーヴェン／
　ロマンス第2番
サン＝サーンス／
　序奏とロンド・カプリチオーソ
サラサーテ／
　ツィゴイネルワイゼン
ベートーヴェン／
　交響曲第７番

第１２８回 ２０２１年 １１月１２日金
１８：２０開場・１９：００開演

［指  揮］鈴木 優人
［ピアノ］松田 華音
［曲  目］
ラフマニノフ／
　ピアノ協奏曲第4番
チャイコフスキー／
　交響曲第6番「悲愴」

第１３０回 ２０２２年 ３月１１日金
１８：２０開場・１９：００開演

［指  揮］園田 隆一郎
［バレエ］牧阿佐美バレヱ団
［曲  目］
チャイコフスキー／
　バレエ「くるみ割り人形」より
　（ソニックシティ特別版） ほか

第１２９回 ２０２２年 １月７日金
１８：２０開場・１９：００開演

© Greg Sailor© Greg Sailor

⬆詳しくは
　こちら

※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。

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～

ゆったりシートで！  クラシック♪

会場：埼玉会館 大ホール会場：埼玉会館 大ホール会場：ソニックシティ会場：ソニックシティ

撮影：山廣康夫© Ayako Yamamoto©Marco Borggreve

© ND Chow © Hikaru Hoshi

©高木ゆりこ

©土居政則

©山本倫子

幻幻幻 舞舞舞

雅雅雅 愴愴愴

5月17日月会員ネット先行発売開始！！／5月19日水会員先行発売開始！！／5月24日月メルマガ会員先行発売開始！／5月26日水一般発売開始！5月17日月会員ネット先行発売開始！！／5月19日水会員先行発売開始！！／5月24日月メルマガ会員先行発売開始！／5月26日水一般発売開始！

インターネット発売あり！
※発売日は９：００～の取扱い

※会員先行発売日初日は、インターネットおよび電話での受付とさせていただきます。

さいたま定期演奏会　日本フィルハーモニー交響楽団　５公演セット券さいたま定期演奏会　日本フィルハーモニー交響楽団　５公演セット券

＊2,505席のところ1,211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。

©篠山紀信
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２０２１シリーズ

特別演奏会2021

２０２１年１２月１７日金
１８：２０開場・１９：００開演

© Fabio Parenzan

憧憧憧

［指  揮］井上 道義
［フルート］工藤 重典
［ハープ］山宮 るり子
［曲  目］
モーツァルト／
　歌劇「ドン・ジョヴァンニ」序曲
モーツァルト／
　フルートとハープのための協奏曲
モーツァルト／
　交響曲第４1番「ジュピター」

会員限定優待チケット 赤字表記の価格は「会員価格」です 電話・5F窓口でのお取扱い
とさせていただきます。

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

チケットのお問合せ

  10時～19時（6月のお休み：14日㊊・21日㊊）

グローバル人材就職面接会2021年6月（就職面接会&インターンシップ説明会）

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

～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 6月21日㈪ 13：00～16：30　12：00～１3：00にセミナーを開催　＊事前にお申込み下さい。
会　場 全市民ホール　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 グローバル人材育成センター埼玉のホームページにアクセス！
問合せ先 グローバル人材育成センター埼玉　☎048-833-2995 検索グローバル人材育成センター埼玉

●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。

ソニックシティにおける
感染予防の取組み

ソニックシティにおける
感染予防の取組み

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。

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。 ●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。

ご来場のお客様へお願い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。
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。

5公演とも同じお席でご鑑賞いただけ、単独券を買うよりも、会員25％、
一般15％割引になるお得なセット券！

各種チケット・ここがお得!!各種チケット・ここがお得!!

インターネット

※ネット予約のご利用には、初
めに利用登録が必要です。

※氏名・住所・電話番
号並びにチケット
の席種と枚数を記
載の上、上記番号
までお送りくださ
い。折り返し内容
の確認のお電話を
さしあげます。

お電話
■ソニックシティHP ■ソニックシティホール

048-647-7722
（9：00～17：00／日曜・祝日を除く）

■ソニックシティ チケットポート
（7月2日金までの販売）

048-647-4001
（10：00～19：00／不定休）

■日本フィル・サービスセンター
03-5378-5911
（11：00～16：00／平日）

FAX

ホール棟改修（休館）期間中のさいたま定期演奏会
日本フィルハーモニー交響楽団公演開催について

JR浦和駅(西口)下車  徒歩6分

埼玉会館
〒330-8518  さいたま市浦和区高砂3-1-4　☎048-829-2471㈹

　ソニックシティホール棟は、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)まで大規模改修のため休館いたします。
　そのため、9月の第127回定期演奏会より、埼
玉会館大ホール（1,315席）にて開催します。詳
細情報については、ソニックシティHPをご覧
下さい。

JR京浜
東北線

至大宮
▶

◀至東
京

浦和中郵便局

マツモトキヨシ

埼玉県庁

旧中山道

県
庁
通
り

伊勢丹

コルソ

三菱UFJ銀行

埼玉会館P入り口

JR浦和駅

N

埼玉会館大ホール

ホール棟改修（休館）期間中の
日本フィルハーモニー交響楽団公演チケットのご購入方法  について

https://www.sonic-city.or.jp/
■048-647-4159

5公演の中からお好きな公演ごとにお好きな席を3つ以上購入することにより、
会員20％、一般10％割引になるお得なチョイス券！

ご希望の公演の1回分のチケット

単独券単独券

購入者限定動画のご提供購入者限定動画のご提供

音楽評論家・小宮正安氏が2021シリーズの聴き
どころを動画で解説します。
（セット券購入者の方へパスワード、URLを配布いたし
ます。またご覧いただくにはネット環境が必要です。）

ご購入特典

〈小宮正安が語るシリーズの魅力2021〉

５公演セット券５公演セット券 おすすめ

チョイス券チョイス券 初！！

7月19日月　会員ネット先行発売開始！！
7月21日水　会員先行発売開始！！
7月26日月　メルマガ会員先行発売開始！ 
7月28日水　一般発売開始！

6月21日月　会員ネット先行発売開始！！   
6月23日水　会員先行発売開始！！
6月28日月　メルマガ会員先行発売開始！   
6月30日水　一般発売開始！

※Ys席（19歳以下）はA席となります。
※車イス席（6席）をご利用の場合、Ys席と同料
金になります。

※Ys席および車イス席はソニックシティホール
までお問合せください。

※セット券のお客様には5公演とも同じ座席を
ご用意いたします。

※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。

※未就学児同伴の入場はご遠慮願います。
※出演者、曲目等は変更される場合がございま
すので、あらかじめご了承ください。

S席 A席 Ys席
定　価

5公演セット券（会員）
5公演セット券（メルマガ・一般）

第127回～第130回
特別演奏会2021

29,000円
各5,500円
7,000円
21,750円
24,650円

23,500円
各4,500円
5,500円
17,625円
19,975円

10,000円
各2,000円
2,000円
8,500円
8,500円

2021シリーズ料金表2021シリーズ料金表

SS席6,800円
➡6,300円

2021年6月30日水 ①13:30開演 ②18:00開演
福田こうへいコンサート

5月27日㈭ 9:00～会員先行発売
全席指定10,000円
※定価販売となります。
※3歳未満のご入場はご遠慮ください。
※コンサート開催前に公演の注意事項を主催者
オフィシャルサイトにて必ずご確認下さい。

2021年6月12日土 18:00開演
HIROMI GO CONCERT TOUR 2021
“Beside The Life”～More Than The Golden Hits～

NEW

好評発売中！
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大ホールホール棟1F

ＴＥＬ．０４８‐６４７‐３３００
ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ．ｐａｌａｃｅ‐ｏｍｉｙａ．ｃｏ．ｊｐ

大宮駅西口　ソニックシティ

色鮮やかなゼリーは

まるで心ときめくジュエリーのよう…

きらきら輝くジュエリーのような

色とりどりのゼリーにフルーツを閉じ込めました

白桃、マンゴー、メロン、ピオーネ、ラフランスの

ジューシーな清涼感のある風味を

お楽しみください

ジュエリーフルーツゼリー

■ 各3個
（15個入）

￥3,240

■ 各2個
（10個入）

￥2,160

■ 各1個
（5個入）

￥1,080
＊ご予約・お問合わせはパレスベーカリーで承っております

小ホールホール棟2F

６月６月

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

問 問合せ料 料金

ニノニナ　2022モデル
事前予約制ランドセル展示会

5日㈯・6日㈰

5日12：30～17：00、6日9：30～16：00
第2・3展示場
招待
ニノニナ　神戸本店
☎078-335-6616

時
場
料
問

振袖フェスティバル in 
大宮ソニック

26日㈯・27日㈰

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

時
場
料
問

1日㈫ 19:00開演
清塚信也×
新日本フィルハーモニー交響楽団
 　 S席    7,500円
 　 A席    6,500円
  　B席    5,500円
日本アーティストチケットセンター
☎03-5305-4545

12日㈯ 18:00開演
HIROMI GO CONCERT TOUR 2021
“Beside The Life”
～More Than The Golden Hits～
全席指定    10,000円
※3歳未満入場不可・3歳以上チケット必要
SOGO TOKYO
☎03-3405-9999

11日㈮ 13:00開演
令和3年度「国土交通省土木工事
積算基準の改定概要等説明会」
一般　無料

〈講習会業務代行〉株式会社建設物価サービス ☎03-3663-8711

20日㈰ 14:00開演
伊奈学園中講座・大宮国際中講座
入試合格オリエンテーション
関係者のみ

株式会社ビジュアルビジョン ☎048-640-4300

大学・短期大学総合型選抜・学校推薦型選抜・
一般入試対策ガイダンス　専門学校進学相談会

8日㈫

15：30～18：30
全展示場
無料
株式会社栄美通信
☎03-3561-0437

時
場
料
問

シブヤランドセル展示会

27日㈰

10：00～16：00
第5展示場
招待
株式会社シブヤ
☎06-6326-0300

時
場
料
問

2日㈬ 13:30開演
フォレスタコンサート in 大宮
  S席    5,800円
  A席    5,300円

エール・プロモーション
☎048-782-8605

26日㈯ 13:00開演
太鼓祭in
和太鼓グランドチャンピオン大会

第2次求人企業合同面接会

22日㈫

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

時
場
料
問

5日㈯ ①13:00開演②17:30開演
埼玉栄中学・高等学校吹奏楽部
第45回定期演奏会
一　般    1,200円
高校生    　900円
中学生以下 800円
埼玉栄中学・高等学校
☎048-624-6488

18日㈮ 18:30開演
フジコ・ヘミング　
ピアノソロコンサート
  SS席　12,000円  　  S席　9,500円
   A席　  8,000円　   B席　6,000円

サンライズプロモーション東京☎0570-00-3337

13日㈰ 17:00開演
スターダスト☆レビュー
40周年ライブツアー「年中模索」
～しばらくは、コール＆ノーレスポンスで～
全席指定    7,500円
※未就学児入場不可
SOGO TOKYO
☎03-3405-9999

S席　3,000円  　  A席　2,500円

日本太鼓協会☎048-543-1677

ホテルグルメやホテルシェフセレクトのグルメ
をおうち時間にお楽しみください

公式オンラインショップオープン！！

ホール棟大規模改修に伴う休館のご案内
　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/?page_id=18824

お問合せ：利用推進課　☎048-647-4111（9：00～17：00／日曜・祝日を除く）

「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」の実施について
　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 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】）

詳細はこちら➡https://www.pref.saitama.lg.jp/a0701/covid19/line_riyousya-oshirase.html
  QRコード掲示施設 各施設毎に掲示（大ホール、小ホール、展示場、各会議室等）
※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

ホールメンバーズ会員募集のご案内

600円

令和3年4月1日㊍～翌年3月31日㊍

会員特典

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
（9：00～17：00/日曜・祝日を除く）
https://www.sonic-city.or.jp/?page_id=268

年 会 費

期　　間

▶ソニックシティが主催、後援するチケット
の優先予約・割引販売
▶会員情報誌等の送付
▶会員証の提示でレストランの
お食事、お買い物が割引に

※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、通常年会費2,000円のところ、初
年度のみ600円とさせていただきます。




