
1/2(土)14：00

会　　場 公演日時 席種 一般価格 特別価格

1/3(日)14：00

1/5(火)19：00

1/6(水)19：00
東京文化会館

東京国際フォーラム（A）

全
席
指
定

会　　場 公演日時 席種 一般価格 特別価格

4,000円4,500円

※出演者・曲目は変更になる場合がございます。 ※未就学児のご入場はご遠慮ください。
※歌手は2名のうち､公演ごとにいずれか1名が出演予定です。

S

S

S

S 13,000円15,000円

13,000円15,000円

13,000円15,000円

13,000円15,000円

指揮：ヴァレンティン・ボグダーノフ ほか

演奏：ミハイロフスキー劇場管弦楽団

日本で愛され続けているバレエ団が、芸術の都サンクトペテルブルグから待望の再来日！

1/ 8 (金)19：00

S

会　　場 公演日時 席種 一般価格 特別価格

Bunkamura
オーチャードホール

1/ 9 (土)15：00

1/10(日)14：00

13,000円15,000円

1/11(月･祝)15：00神奈川県民ホール

1/ 7 (木)19：00

東京国際フォーラム（A）

S

S

S

S 13,000円15,000円

13,000円15,000円

13,000円15,000円

12,000円14,000円※出演者は変更になる場合がございます。※未就学児のご入場はご遠慮ください。

クリスマスに聴きたい､クラシックの王道名曲セレクション！

クリスマス／アヴェ・マリア
サンクトペテルブルグ室内合奏団

三大アヴェ・マリア
J.S.バッハ（グノー編曲）、シューベルト、カッチーニ

他

カノンパッヘルベル

G線上のアリアJ.S.バッハ
タイスの瞑想曲マスネ

ナタリア･マカロワ（ソプラノ）マリーナ･トレグボヴィッチ（ソプラノ）

白鳥の湖
ローレンシア
ジゼル
海賊
新春特別バレエ
第1部:｢くるみ割り人形｣より第2幕
第2部:｢白鳥の湖｣より第2幕
第3部:｢ローレンシア｣より第2幕

)( 2／1

)( 3,9,10,11／1

)( 5／1

)( 6／1

)( 7,8／1

東京オペラシティ

12/ 5 (土)13：00

12/13(日)15：30

12/19(土)11：30

12/ 6 (日)11：30

12/19(土)15：00

東京オペラシティ

東京芸術劇場 12/24(木)13：00

12/25(金)13：00

横浜みなとみらいホール
12/23(水･祝)11：30

12/23(水･祝)15：00

12/15(火)19：00

12/18(金)19：00

12/17(木)19：00

東京オペラシティ

京葉銀行文化プラザ

茅ヶ崎市民文化会館

ウェスタ川越

町田市民ホール 12/24(木)19：00

12/22(火)19：00オリンパスホール八王子

早稲田大学校友のみなさまへ
光藍社主催･公演直前特別割引のお知らせ



12/19(土)14：00

会　　場 公演日時 席種 一般価格 特別価格

12/20(日)14：00

12/23(水･祝)14：00

12/24(木)18：30

めぐろパーシモンホール

東京国際フォーラム（A）

S

S

S

S 11,000円13,000円

11,000円13,000円

6,750円7,500円

6,750円7,500円

ロシア国立サンクトペテルブルグ･アカデミー･バレエ

くるみ割り人形
－レオニード･ヤコブソン記念－

世界中から愛される聖夜のファンタジー

※12/19､20：未就学児入場不可　演奏：シアター オーケストラ トーキョー

※12/23､24：3歳以下入場不可　演奏は特別録音音源を使用いたします。

ロンドン･トリニティ少年合唱団
天使の歌声が奏でる､心洗われるクリスマス

クリスマス･コンサート2015

12/13(日)11：30

会　　場 公演日時 席種 一般価格 特別価格

12/14(月)18：30

12/15(火)14：00横浜みなとみらいホール

東京オペラシティ

S

全席指定

S 5,850円6,500円

5,850円6,500円

5,850円6,500円

東京カテドラル聖マリア大聖堂

※出演者・曲目は変更になる場合がございます。
※未就学児のご入場はご遠慮ください。

もろびとこぞりて､きよしこの夜 ほか
シューベルト アヴェ・マリア

モーツァルト ラウダーテ・ドミヌム
A.L.ウェバー ピエ・イエズ

1/3(日)15：00

会　　場 公演日時 席種 一般価格 特別価格

1/4(月)11：30

1/4(月)15：00

東京オペラシティ

全席指定

全席指定

全席指定

5,850円6,500円

5,850円6,500円

5,850円6,500円

ウィンナー･ワルツ･オーケストラ
ウィーンを彩る祝賀コンサートが今年も来日！

～宮殿祝賀コンサート～

NEW YEAR 2016

※出演者・曲目は変更になる場合がございます。
※未就学児のご入場はご遠慮ください。

美しく青きドナウ､皇帝円舞曲
トリッチ・トラッチ・ポルカ
ラデツキー行進曲､雷鳴と稲妻
ピチカート・ポルカ  ほか

モスクワ国立交響楽団
ロシア最高峰のオーケストラ、来日！

12/23(水･祝)14：00

会　　場 公演日時 席種 一般価格 特別価格

12/24(木)19：00

東京国際フォーラム(A)

S

S 9,900円11,000円

9,900円11,000円東京芸術劇場

首席指揮者：パヴェル・コーガン
ピアノ：ダニール・ハリトーノフ

2/ 6 (土)14：00 Ａプログラム

Ｃプログラム

会　　場 公演日時 プログラム 席種 一般価格 特別価格

2/21(日)14：00

東京オペラシティ

S

S 12,000円14,000円

12,000円14,000円横浜みなとみらいホール
※出演者・曲目は変更になる場合がございます。　※未就学児のご入場はご遠慮ください。

グリンカ

チャイコフスキー

チャイコフスキー

歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲
ピアノ協奏曲第１番
交響曲第５番
チャイコフスキー

チャイコフスキー

チャイコフスキー

歌劇「エフゲニー・オネーギン」よりポロネーズ
ピアノ協奏曲第１番
交響曲第6番「悲愴」

オリンパスホール八王子

Ａ
プ
ロ
グ
ラ
ム

Ｃ
プ
ロ
グ
ラ
ム

チケットのお申し込み方法　お電話・インターネットにてご予約を承ります。

●お電話でのお申し込み
月～金 10:00～18:00(土・日・祝日 休業)

IP電話 050-3776-6185
光藍社チケットセンター

※満席になり次第締切らせていただきます。　※ご予約後のキャンセル・変更・払い戻しはお受けできません。　※チケットはいかなる事情(紛失・破損・盗難など)においても再発行はいたしません｡　

●インターネットでのお申し込み

http://www.koransha.com/
①　　　　　　　　　　　　ボタンをクリックしてください｡
②会員ID欄に『wasedauniv』､パスワード欄に『wasedauniv』をご入力ください｡
※上記のID､パスワードでログインしていただかない限り割引価格になりませんのでご注意ください｡

③ご希望公演の             ボタンをクリックしてください｡
④お座席､お支払い方法をお選びいただき､お客様情報をご登録ください｡
⑤チケットは有効期限内にセブン-イレブンにてお受取りください｡
※チケット代金とは別にお取扱手数料がかかります。予めご了承ください。

24時間受付｡お座席選択､
クレジットカード決済も可能です

ネットでチケットご購入

購入

お客様の個人情報のお取り扱いについて お客様からいただきました個人情報は､個人情報保護法に従い光藍社が責任を持って管理しており､光藍社からのチケット配送､ご連絡､ご案内のみに使用させていただいております｡

●お申し込みの際には、「早稲田大学校友」の資料をご覧になっている旨を必ず
　お伝えください。
●ご希望の公演日、公演名、枚数とお名前､ご住所､お電話番号をお伝えください｡
●チケットは有効期限内にセブン-イレブンにてお支払い、お受け取りください｡
●チケット代金とは別にお取扱手数料がかかります。予めご了承ください。

][

世界一楽しくわかりやすいクラシック！

※4歳のお子様からご入場可能です。 ※出演者・曲目は変更になる場合がございます。

青島広志(指揮・お話)
シアター オーケストラ トーキョー（管弦楽）

会　　場 公演日時 席種 一般価格 特別価格

東京国際フォーラム(A)
1/11(月･祝)11：00

1/11(月･祝)15：00
全席指定 5,000円5,500円

世界まるごとクラシック2016
～笑う門には福来たる～

まるごと版｢モーツァルト・メドレー｣
 （モーツァルト/青島広志編曲）

映画｢スター・ウォーズ｣より“メイン・タイトル”
歌劇｢カルメン｣より”前奏曲”ほか
｢サウンド・オブ・ミュージック」より“ドレミの歌”  ほか

クリスマス･スペシャル･クラシックス
聖なる日に響き渡る､歓喜と熱狂のコーラス

メサイア､第九＆アヴェ･マリア
ヘンデル

ヴェルディ

オラトリオ｢メサイア｣より“ハレルヤ・コーラス”

歌劇「アイーダ」より“凱旋行進曲”
バレエ「くるみ割人形」より "花のワルツ"ほかチャイコフスキー

アヴェ･マリア ほかシューベルト

演奏：ミハイロフスキー劇場管弦楽団
指揮：ミハイル・タタルニコフ
合唱：志おん混声合唱団
合唱指揮：辻 志朗

ベートーヴェン 交響曲第９番より“歓喜の歌”  

※出演者・曲目は変更になる場合がございます。 ※未就学児のご入場はご遠慮ください。


