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公演チケット情報7月

掲載内容は、6月8日（月）現在の情報です。変更となる場合がありますので、今後の情報にご注意ください。

ペーパーカット・写真：今森光彦

びわ湖ホールオフィシャルスポンサー：株式会社平和堂

〒522-8511 滋賀県彦根市西今町1番地
TEL（0749）23-3111  FAX（0749）23-3118
URL http://www.heiwado.jp/

〒520-2531

びわ湖ホールオフィシャルスポンサー：株式会社木の家専門店 谷口工務店

問 びわ湖ホール チケットセンター TEL.077-523-7136（10：00 ～19：00 ／火曜休館※休日の場合は翌日）

Blu-ray 先行予約開始!

2020年3月7日（土）・8日（日）に無観客上演、同時に無料ラ
イブストリーミング配信をおこない、大きな話題となった〈びわ湖
リング〉最終作。その模様をBlu-rayでお届けします!

びわ湖ホール プロデュースオペラ ワーグナー作曲〈ニーベルングの指環〉第3日

3月7日版／3月8日版　各10,000円（税込・送料無料）

先行予約 6月20日（土）10：00～ WEB・電話のみ

一般発売 6月27日（土）10：00～ WEB・電話・窓口

びわ湖ホールオフィシャルスポンサー：株式会社 叶 匠寿庵

チケット発売中・近日発売予定の公演
公演日 公 演 名 発 売 状 況会 場

9/18㈮
18：30開演

ベートーヴェン生誕250年記念
レクチャーコンサート ベートーヴェンの究極のソナタ
講師：横原千史（音楽評論家）　ピアノ：上田明美

小ホール
友の会優先発売7/2㈭　一般発売7/4㈯
一般2,000円　青少年（25歳未満）1,000円
※4/5（日）に開催予定であった公演の振替公演です。
　当公演のチケットをお持ちの方は、そのまま9/18（金）公演にご入場いただけます。

８/４㈫
13：00～18：00
８/５㈬
13：00～17：00
８/６㈭
11：00～17：00

沼尻竜典オペラ指揮者セミナーⅥ
～『ヘンゼルとグレーテル』指揮法～
管弦楽：大阪交響楽団

大ホール
友の会優先発売７/２４（金・祝）　一般発売７/２６㈰

（３日通し券）一般5,000円　U３０（３０歳以下）2,500円
（１ 日 券）一般2,000円　U３０（３０歳以下）1,000円

※当初発売日より延期いたしました。　※全席自由席。

10/3㈯
15：00開演

（共催）日本センチュリー交響楽団 びわ湖定期公演vol.13
問センチュリー・チケットサービス 06-6848-3311大ホール

友の会優先発売7/3㈮　一般発売7/6㈪
S席4,500（4,000）円　A席3,500（3,000）円　B席2,500円
※当初発売日より延期いたしました。　※前後左右の座席を1席ずつ空けて販売いたします。

8/10（月・祝）
14：00開演 大ホール 一般2,000円　青少年（25歳未満）1,000円　シアターメイツ500円

※前後左右の座席を1席ずつ空けて販売しております。

発売中びわ湖ホール声楽アンサンブル　美しい日本の歌
指揮：本山秀毅（びわ湖ホール声楽アンサンブル桂冠指揮者）
独唱・合唱：びわ湖ホール声楽アンサンブル
管弦楽：京都フィルハーモニー室内合奏団

7/18㈯
14：00開演

びわ湖の午後56 藤木大地カウンターテナー・リサイタル　
出演：藤木大地（カウンターテナー）、加藤昌則（ピアノ）大ホール* 一般4,000（3,500）円　青少年（25歳未満）1,500円発売中

*小ホールより大ホールに会場を変更して開催します。　※前後左右の座席を1席ずつ空けて販売しております。

10/31㈯
14：00開演

（協力）トリオ エリップス ピアノ三重奏
問トリオエリップスジャパンツアー trioellipses@gmail.com 小ホール 発売中 前売4,000円　当日4,500円　学生2,500円　VIP席7,000円

※学生・VIP席はびわ湖ホールチケットセンターでの取扱はありません。　※VIP席のみ指定席。

7/12㈰
14：00開演

（共催）関西フィルハーモニー管弦楽団 びわ湖ホール特別演奏会
問関西フィルハーモニー管弦楽団 06-6577-1381大ホール ※全席取扱終了
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●大阪から新快速で約40分、京都から約10分●名古屋から新幹線／京都駅のりかえで約60分

〈アクセス〉

《駐車場のご案内》
料金：  7：00～23：00　1時間毎210円（4時間経過後1時間毎110円）
　　  23：00～  7：00　1時間毎110円（時間内最大料金420円）

24時間営業

チ ケ ット 購 入 方 法

※チケット料金は消費税込の価格を表示。　※（　）内は友の会会員料金。　※一部公演を除き座席指定。
※一部公演を除き6歳未満のお子さまはご入場になれません。　※完売の際はご容赦ください。ただし取扱終了と記載されている公演についても、前売券の追加販売
や当日券を販売する場合があります。その場合は、事前にHP等でお知らせします。　※事情により出演者等が変更になる場合があります。　※チケットのキャンセル・
変更はできません。チケットの購入後、期限内に所定の手続きをされない場合には、チケットの販売、引渡しをお断りいたします。　※大・中・小ホールの公演では、テレ
コイル機能の付いた補聴器や人工内耳を使用されている方は、テレコイルモードに切り替えるとヒアリングループを利用した音声をお楽しみいただけます。

優先発売日の午前10時から、上記の電話およびインターネットでお受けします。なお、1回の受付でお買い求めいただける枚数を
制限する公演がございます。詳しくは公演チラシもしくはインターネットでお確かめください。お電話の場合はお手元に会員カードを
ご用意いただき、クレジットカード決済をご希望の場合はカード番号、有効期限およびセキュリティーコードをお知らせください。

【友の会優先発売】

発売日の午前10時から、びわ湖ホールチケットセンター、または上記の電話およびインターネットでお受けします。
なお、1回の受付での販売枚数を制限する公演がございます。詳しくは公演チラシもしくはインターネットでお確かめください。

【一 般 発 売】

【青少年割引当日券の販売】　　　　　　　　 がある公演は、公演当日に残席がある場合に限り、青少年（25歳未満）の方に、半額で当日券を発売
　　　　　　　　　　　　 　　いたします。SS～E席のみ。U30・U24席は除く。※劇場窓口のみ取扱い。学生証など年齢のわかるものをご提示ください。

青少年割引当日券

【セット券／ U30席・U24席／シアターメイツ優待公演　　 】セット券／ U30席・U24席／シアターメイツチケットはびわ湖ホールチケットセンターのみの取扱い（電話のみ）。

携帯電話、スマートフォン（iPhone標準ブラウザ、Android標準ブラウザ）からもチケットをご購入いただけます。
詳しい推奨環境に関する表示はhttp://www2.biwako-hall.or.jp/mobile/env.htmlに記載しております。
携帯電話、スマートフォンの方はhttps://www2.biwako-hall.or.jp/eticket_mobile/をご利用ください。
※パソコンにて登録されたユーザー ID、パスワードはそのままお使いいただけます。

https://www.biwako-hall.or.jp/インターネット予約

チケットセンター
TEL.077（523）7136
電話予約

（10：00～19：00／火曜休館※休日の場合は翌日、8/13～18休館。）

Ticket

2階チケットセンター
窓口販売

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を考慮し、公演中止または延
期や、チケット発売延期とさせていただいた主催・共催・協力公演がご
ざいます。
公演を楽しみにされていましたお客様にはご迷惑をお掛けすること
になり、誠に申し訳ございません。何卒ご理解いただきますようお願
いいたします。
※ご購入いただいたチケットの払い戻し手続き等については、びわ湖ホールウェブ

ページをご覧ください。
※一部公演の払い戻し受付期間につきましては、当初お知らせした日程よりも1か月

程度延長しております。

公演日 対 応 払戻し受付期限公演名
7/23
(木・祝)
7/24
(金・祝)
7/25㈯
7/26㈰

びわ湖ホールオペラへの招待
沼尻竜典作曲 『竹取物語』

（会場：びわ湖ホール）
7/31㈮まで公演中止

9/6㈰ 魔法のピアノ
～田中正也と巡る60分世界音楽紀行～ ─発売延期

8/29㈯ 山崎美奈ソプラノ・コンサート ─公演中止

9/22
（火・祝） オペラ講座『セビリアの理髪師』 ─講座中止

─公演延期8/30㈰（共催）滋賀洋舞協会 創立20周年記念公演
問滋賀洋舞協会 077-516-1884

─8/30㈰
8/31㈪ イタリア声楽曲研修Ⅲ 公演中止

─11/28㈯
11/29㈰

沼尻竜典オペラセレクション
NISSAY OPERA 2020
ロッシーニ作曲 歌劇『セビリアの理髪師』

公演中止

9/12㈯ びわ湖ホール声楽アンサンブル
第71回定期公演 ─発売延期

9/28㈪ 新しきチェロの煌めき　上村文乃 ─発売延期

８/２３㈰ 沼尻竜典 × 京都市交響楽団 マーラー「巨人」 ─発売延期

10/4㈰ 野村万作・野村萬斎狂言公演 ─発売延期

10/10㈯ 郷古 廉 × 横坂 源 × 北村朋幹 ピアノ三重奏 ─発売延期

10/11㈰ 湖南ダンスカンパニー ─発売延期

10/24㈯ 村治佳織 ギターリサイタル ─発売延期

11/14㈯
（共催）イタリア・バーリ歌劇場
ヴェルディ作曲 歌劇『アイーダ』
問コンサート・ドアーズ 03-3544-4577

─公演中止

11/23
(月・祝) ボリショイ・バレエ「スパルタクス」 ─発売延期

12/4㈮ アヌーナ ─発売延期

12/6㈰ 華麗なるオーケストラの世界 vol.3
鈴木秀美指揮 日本センチュリー交響楽団 ─発売延期

10/17㈯ 古楽器アンサンブル《アントネッロ》
「モンセラートの朱い本」 ─発売延期

8/2㈰ キッズ・プログラム「二分間の冒険」 ─公演中止

公演日 対 応 払戻し受付期限公演名

7/11㈯
7/12㈰

新国立劇場地域招聘オペラ公演
沼尻竜典作曲 『竹取物語』（会場：東京 新国立劇場） 公演中止 7/31㈮まで

4/18㈯
6/6㈯
9/26㈯
11/7㈯

（共催）イリーナ・メジューエワ　ベートーヴェン
ピアノ・ソナタ・ツィクルス2020
問エラート音楽事務所 075-751-0617

7/31㈮まで※4月18日㈯ Ⅰ & Ⅱの振替公演
　2021年3月20日㈯も
　中止になりました。

全公演（4日間8公演）中止

4/25㈯
4/26㈰ 近江の春 びわ湖クラシック音楽祭2020 6/29㈪まで全公演中止

※振替日：
　2020年12月11日(金)

公演延期
5/8㈮

（協力）第12回シネマ・コンサートの会
in びわ湖ホール『トスカ』
問シネマ・コンサートの会 090-8194-4804

6/29㈪まで

5/30㈯
7/12㈰
9/13㈰

～オペラ・古典芸能・バレエ～
初心者向け・トライアングル講座vol.3(全3回) 6/29㈪まで全講座中止

6/20㈯ 山下洋輔スペシャル・ビッグバンド・コンサート
2020 7/31㈮まで※振替日：

　2021年2月12日㈮

公演延期

6/21㈰
（協力）ウォルト・ディズニー・アニメーション・
スタジオ“ザ・コンサート”
問びわ湖放送株式会社 077-524-0153

─公演中止

6/7㈰ 新国立劇場　演劇「ガールズ＆ボーイズ」 7/31㈮まで公演中止

※振替日未定
公演延期6/28㈰ スライド・モンスターズ 7/31㈮まで

※振替日未定
公演延期

２/２９㈯
３/１㈰
４/４㈯

METライヴビューイング
『ワルキューレ』『ジークフリート』『神々の黄昏』 受付終了

6/27㈯ パレルモ・マッシモ劇場
ヴェルディ作曲 歌劇『ナブッコ』 7/31㈮まで公演中止

7/31㈮まで公演中止7/5㈰
（共催）エラールコンサート
青柳いづみこ　ピアノリサイタル
問エラート音楽事務所 075-751-0617


