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ミューザ川崎シンフォニーホールは、2015 年 7 月 25 日（土）～8 月 9 日（日）にわたり、「音楽の 

まち・かわさき」の夏の風物詩、「フェスタサマーミューザ KAWASAKI 2015」を開催。 

4月 27日（月）よりチケット一般発売を開始 いたしますので、ここにご案内申し上げます。 

 

第 11 回目のフェスタサマーミューザ KAWASAKI となる、今年のキャッチフレーズは「ドレミル？  

ドレキク？」。首都圏で活躍する 10 のオーケストラを中心に、2 つの市内音楽大学、こどもたちによる 

ジュニアオーケストラも参加し、全 19公演を開催いたします（詳細は P.6 参照）。 

 

◆ユニークでおトクなセット券                                  

ミューザ川崎の同じ席で 9 オーケストラの聴き比べが出来る「オーケストラセット券」（10 公演）や、 

今回のフェスタの特徴の１つ＝“世界音楽紀行”（ドイツ～イタリア、フランス＆アメリカ、 

北欧ノルウェー～フィンランド）を聴く「平日昼セット券」（３公演）など、フェスタサマーミューザ 

KAWASAKIならではのセット券でお楽しみいただけます。 

 

＊セット券はミューザとぴあのみでの取扱いです（電話・窓口・Web）。 

＊セット券は引換券方式のため、ご購入後に実券とのお引替えが必要です。 

＊枚数に限りがありますので、お早めにお求めください。   

＊セット券に友の会割引、学生券はありません。 

＊お知り合いや家族で分け合ってお使いいただくことが可能です。                   

＊セット券の発売は 7月 4日（土）まで。 

＊セット券の販売終了当日は電話予約不可、窓口購入のみ。 

  

マーラーの「復活」から「スター・ウォーズ」まで！ 

４月 27 日（月）よりチケット一般発売開始！ 
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     オーケストラセット券（10公演） S: 31,500円 A: 23,250円   Pコード 781-468    

＊同じ席でオーケストラの聴き比べが出来る！ 

7/25（土） 東京交響楽団オープニングコンサート 

7/29（水） 東京フィルハーモニー交響楽団 

7/30（木） 読売日本交響楽団 

8/1 （土） ＮＨＫ交響楽団 

8/2 （日） 新日本フィルハーモニー交響楽団 

8/4 （火） 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 

8/5 （水） 東京都交響楽団 

8/7 （金） 日本フィルハーモニー交響楽団 

8/8 （土） 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 

8/9 （日） 東京交響楽団フィナーレコンサート 

 
 

     平日昼セット券（３公演） S: 8,800円 A: 6,400円   Pコード  781-469     

＊世界音楽紀行が楽しめる！   

7/30（木） 読売日本交響楽団 

8/4 （火） 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 

8/7 （金） 日本フィルハーモニー交響楽団 

 
 

     平日夜セット券（２公演） S: 6,400円 A: 4,800円   Pコード 781-470   

7/29（水） 東京フィルハーモニー交響楽団 

8/5 （水） 東京都交響楽団 

 
 

     土日セット券（５公演） S: 18,400円 A: 13,600円   Pコード 781-471    

7/25（土） 東京交響楽団オープニングコンサート 

8/1 （土） ＮＨＫ交響楽団 

8/2 （日） 新日本フィルハーモニー交響楽団 

8/8 （土） 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 

8/9 （日） 東京交響楽団フィナーレコンサート 

 
 

     しんゆりセット券（２公演） S: 6,400円 A: 4,800円   Pコード 781-472    

8/2 （日） 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 

8/8 （土） 東京交響楽団 

 

 

 

その他、チケットのご購入に関する詳細は次ページの通りです。  
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◇各公演料金一覧                                           

二大交響曲 オーケストラの醍醐味
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◇チケットのご購入について                                   

 

 

◎チケットの取扱い 

     ＊友の会会員の割引販売は  印にて受付 

 

■ミューザ川崎シンフォニーホール 

044-520-0200 （10:00～18:00） 

チケットカウンター（4階）（10:00～19:00） 

ミューザ Webチケット http://muza.pia.jp/ 24時間 

 

■チケットぴあ [一般用音声認識対応] 0570-02-9999 

               [会員用自動音声応答] 0570-02-9515 

                [インターネット受付] http://pia.jp/t  

 ＊24時間対応（発売初日は 10:00より受付） 

 

■e+（イープラス）http://eplus.jp/kawasaki/ 

■ローソンチケット 0570-000-407 （10:00～20:00） 

 

■TOKYO SYMPHONY チケットセンター 044-520-1511 （平日 10:00～18:00、土日祝休み） 

       ＊  マークの付いている公演のみ取扱い 

 

■昭和音楽大学チケットセンター【昭和音楽大学南校舎内】（10:00～18:00 土日祝休み） 

 ＊しんゆりマークのついている公演のみ取扱い 

■プレルーディオ【昭和音楽大学北校舎内】 （10:00～17:00 土日祝休み） 

 ＊しんゆりマークのついている公演のみ取扱い 

■マイタウンチケットセンター【新百合ヶ丘マプレ１Ｆ写真工房「彩」内】 

（9:00～21:00 不定休 土日祝営業） 

 ＊しんゆりマークのついている公演のみ取扱い 

 

◎学生券：学生の方は対象公演が＜半額＞に！ 

小学校から大学生・大学院生（25歳以下）までが割引利用できるのが学生券です。 

マークの付いている公演チケットを各席種の半額で購入可能。 

学生券は「ミューザ川崎シンフォニーホール」のチケットカウンターとミューザの電話予約のみの販売です。 

友の会割引はありません。 

＊公演当日、学生券でご入場の方に学生証の提示を求める場合がございます。  

http://muza.pia.jp/
http://pia.jp/t
http://eplus.jp/kawasaki/
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― 参 考― 

◇ドレミル？ドレキク？ ＜今年のおすすめポイント＞                          

 

11年目を迎えた「フェスタサマーミューザ KAWASAKI」。 

今年も首都圏のオーケストラが選りすぐりのプログラムをお聴かせします。 

楽しみ方は人それぞれ。同じ座席でオーケストラの聴き比べをするもよし、指揮者や出演者でピック 

アップするもよし。クラシック名曲からジャズ、バレエまで、メニューはさまざま。お好みのコンサート 

をお選びいただけます。 

 

◆ポイント １                                               
オープニングとフィナーレは、東響のマーラー！ 

毎年恒例、オープニングとフィナーレは、もちろん川崎市フランチャイズオーケストラの東京交響楽団 

が務めます。2015年は、重厚に交響曲第 1番「巨人」にはじまり、第 2番「復活」で終わります。昨年、 

ミューザ開館 10 周年記念公演で壮大な第 8 番「千人の交響曲」で絶賛を浴びた、東響のマーラーに 

どうぞご期待ください。そしてフィナーレ 2 公演は、東京シティ・フィルの「第九」と東響の「復活」と 

いう、合唱付きの曲が並びました。 

今年のフェスタのエンディングは重厚に締めくくります。 

  

◆ポイント ２                                               
音楽の翼に乗って、世界紀行！そして宇宙へ！？ 

オーケストラが世界旅行に皆様をお連れします。 

誰もが心躍らせる「イタリア」交響曲（読響）、スペインの情熱的なダンスミュージック「カルメン」 

「ボレロ」（神奈川フィル）、伝統的に北欧プログラムを得意とする日本フィルによるシベリウス＆ 

グリーグ、8/5、 8/6 は 2 日連続でプロコフィエフ、ショスタコーヴィチ（都響）、ムソルグスキー、 

ラフマニノフ（昭和音大）とロシア特集。そして新日本フィルは「天体の音楽」と「惑星」で宇宙へ皆様 

をお連れします。 

音楽だからできる、壮大な旅行に出かけてみましょう！ 

 

◆ポイント ３                                               
オルガンとジャズのコラボレーション！ 

即興の魔術師の異名をとるパイプオルガン奏者ルドルフ・ルッツが、ジャズピアニスト佐山雅弘と異色 

の共演！2 月のミューザでのリサイタルでも、お客様を巻き込みながら音楽を作っていく即興スタイル 

で大好評を得たルッツ。ジャズとの激突でどんな曲が生まれるのか！？それは当日この公演を聴いた人 

にしかわかりません。 

ドキドキワクワクのコンサートです。 

 

このほかにも注目公演が目白押し。また、「こどもフェスタ」では、コンサートの他に、親子で楽しめる 

参加型のイベントも充実。 

さあ、ドレミル？ドレキク？ 
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◇開催スケジュール一覧                                            

 

 

＜7月＞ 

25（土） 15:00開演 東京交響楽団 オープニングコンサート 指揮：飯森範親 ピアノ：横山幸雄 

26（日） 15:00開演 サマーミューザ・スペシャル・ブラス 指揮：横川晴児 ※詳細は後日発表 

27（月） 19:30開演 サマーナイト・ジャズ ピアノ、パイプオルガン、チェレスタ：佐山雅弘、ルドルフ・ルッツ 

29（水） 19:00開演 東京フィルハーモニー交響楽団 指揮：尾高忠明 ホルン：イェンス・プリュッカー 

30（木） 15:00開演 読売日本交響楽団 
指揮：ジェレミー・ローレル 

ヴァイオリン：ヴェロニカ・エーベルレ 

31（金） 18:30開演 洗足学園音楽大学 

指揮：秋山和慶  

バレエ：洗足学園音楽大学バレエコース 1年生 

東京シティ・バレエ団 牧阿佐美バレヱ団 谷桃子バレエ団 

＜8月＞ 

1（土） 11:00開演 こどもフェスタ イッツ・ア・ピアノワールド ピアノ：小川典子 

1（土） 18:00開演 ＮＨＫ交響楽団 指揮：山下一史 ナビゲーター：平井理央 

2（日） 15:00開演 新日本フィルハーモニー交響楽団 
指揮・お話：井上道義 オルガン：松居直美 

ゲスト：松井孝典 

2（日） 15:00開演 
サマーミューザ＠しんゆり！ 

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 

指揮：現田茂夫 ピアノ：佐山雅弘 

ヴァイオリン：小林美恵 チェロ：海野幹雄 

会場：テアトロ・ジーリオ・ショウワ（新百合ヶ丘） 

3（月） 13:30開演 かわさき ジュニアオーケストラ発表会 

指揮：江上孝則  

ヴァイオリン：加賀竜太郎 フルート：田島美桜 

司会：山田美也子 

3（月） 19:30開演 東京ニューシティ管弦楽団 指揮：曽我大介 

4（火） 15:00開演 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 指揮・お話：川瀬賢太郎 ピアノ：小川典子 

5（水） 19:00開演 東京都交響楽団 指揮：大野和士 

6（木） 18:30開演 昭和音楽大学 指揮：齊藤一郎 ピアノ：加藤大樹 

7（金） 14:00開演 日本フィルハーモニー交響楽団 指揮：小林研一郎 ピアノ：上原彩子 

8（土） 15:00開演 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 

指揮：高関 健 

ソプラノ：市原 愛 メゾ・ソプラノ：林 美智子 

テノール：錦織 健 バリトン：堀内康雄 

合唱：東京シティ・フィル・コーア 

8（土） 15:00開演 
サマーミューザ＠しんゆり！ 

東京交響楽団                 

指揮：梅田俊明 

会場：テアトロ・ジーリオ・ショウワ（新百合ヶ丘） 

9（日） 15:00開演 東京交響楽団 フィナーレコンサート 
指揮：秋山和慶 ソプラノ：天羽明惠 

メゾ・ソプラノ：竹本節子 合唱：東響コーラス 

会場：ミューザ川崎シンフォニーホール（「サマーミューザ＠しんゆり」を除く） 
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－ 本件に関するお問い合わせ先 － 

 

ミューザ川崎シンフォニーホール 

事業課 山本/広報営業課 前田 

 

Tel.: 044-520-0100 / Email: press@kawasaki-sym-hall.jp 

公式ホームページ：http://www.kawasaki-sym-hall.jp/festa/ 

 

 

「フェスタサマーミューザ KAWASAKI 2015」記者発表会（2015年 3月 23日） 

写真左より 

大野順二（東京交響楽団 楽団長） 

小川典子（ピアニスト／ミューザ川崎シンフォニーホール アドバイザー） 

佐山雅弘（ジャズピアニスト／ミューザ川崎シンフォニーホール アドバイザー） 

福田紀彦（川崎市長） 

秋山和慶（東京交響楽団 桂冠指揮者／ミューザ川崎シンフォニーホール チーフ・アドバイザー） 

松居直美（オルガニスト／ミューザ川崎シンフォニーホール アドバイザー） 

吉井實行（日本オーケストラ連盟 専務理事） 

※敬称略 


