
 定員 一般料金  締切 演目 講師 対象  お申込み  お問合せ凡例  料金 財団主催  財団提携 財団共催  友の会料金  曲目 出演

公演情報

 ● 窓口ご購入  9：00～19：00（発売初日は10：00～）

※チケットは税込価格です。　※車椅子をご利用の方は、チケット購入・予約時にその旨をお申し出ください。
※ラ♪ラ♪ラ友の会会員の先行予約（一般発売の前日23：59まで）・割引等については、公演により異なりますので、ご不明な点はお問合せください（セット券・ユース券等の割引と友の会割引は、併用できません）。
※学生、こども等の割引券やセット券、及び車椅子席・付添い席は一部を除きインターネットからご予約いただけないものもあります。窓口・電話予約でお申込みください。

チケットのご購入・ご予約について
お電話・インターネットでのご予約後、下記の❶か❷でお引取りください。

Ｊ:ＣＯＭホール八王子 
　JR八王子駅南口 徒歩1分（八王子駅直結）
いちょうホール 
JR八王子駅北口 徒歩20分

南大沢文化会館 
京王相模原線南大沢駅 徒歩3分

※いちょうホール、南大沢文化会館は月曜休館（月曜が休日の場合は翌日休館）
学園都市センター 
JR八王子駅北口 徒歩1分

 042-655-0809

042-621-3001
　

　042-679-2202
　
　

 042-646-5611

※ チケット発売日のない有料公演は全て発売中です。 ※チケット発売所の指定がない有料公演は下記の窓口、電話、インターネットでご購入・ご予約いただけます。 ※掲載されている出演者・曲目等は、変更になる場合があります。

Ｊ：ＣＯＭホール八王子

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、中止・延期になった公演等のお知らせ   （5/10（月）現在）
※最新情報及び詳細は財団ホームページをご覧ください。 　Ｊ・・・Ｊ:ＣＯＭホール八王子　い・・・いちょうホール　南・・・南大沢文化会館

《各施設での感染予防対策》
•スタッフはマスクを着用いたします。　•手指消毒剤を設置しています。　•ホールでの催し物では、間隔をあけてお座りいただく場合がございます。
•扉の取っ手、客席、手すり、トイレ等人の手が触れる場所には、現在は定期的にアルコール消毒を実施しております。
《ご来場のお客様へのご協力のお願い》　
1.ご来場当日はお出かけの前に検温をし、ご自身の健康状態を把握してください。
  以下の症状のあるお客様はご来場をお控えください。
  状況によっては、ご来場いただいてもご入場をお断りする場合がございます。
　37.5℃以上の発熱のある方、または発熱が続いている方
　風邪症状（発熱、咳、くしゃみ、のどの痛み等）のある方
　倦怠感のある方、体調・気分のすぐれない方、そのほか嗅覚・味覚障害など体調に不安のある方
　身近に新型コロナウイルス感染症の患者や濃厚接触者がいる方
　政府が入国制限措置を設けている国・地域から日本へ入国後、14日間経過していない方
2.ご来場の際に、検温させていただく場合がございます。

3.ご来場の際に、氏名・連絡先をご記入いただく場合がございます。
　感染者が発生した場合は、保健所等の追跡調査に協力するために、お名前・連絡先等を使用
    することがあります。
4.「手洗い」「手指の消毒」「マスクの着用」のご協力をお願いします。
5.「咳エチケット」をお守りください。
　マスクを着用していても、咳・くしゃみの際はハンカチやティッシュ等で口と鼻を覆い、
    他人から顔をそらしてください。
6.ほかのお客様との距離をできるだけ取るようお心がけください。
　整列や入退場、移動時等ソーシャルディスタンスの確保にもご協力ください。
7.開催時の状況により、座席等の移動をお願いする場合がございます。

新型コロナウイルス感染予防対策について　新型コロナウイルス感染予防対策について　※状況により変更になる場合がございます。

開 催 日 公 演 名 会 場

3/26（金）→6/12（土）来生たかおコンサート Stand Alone 2021 い
5/9（日）→8/8（日・祝）お話と音楽の玉手箱 vol.3 宮沢賢治  「土神と狐」～フルート &ギターとともに～ 南
5/19（水）→11/10（水）三山ひろし 笑顔を届けます！ コンサート 2020 Ｊ

開 催 日 公 演 名 会 場

2/5（金）→11/22（月） ドラゴンクエストコンサート 交響組曲
「ドラゴンクエスト 」そして伝説へ... Ｊ

3/18（木）→11/9（火） フォレスタコンサート in 八王子 Ｊ

発
売
日 6 /4（金）

発
売
日 6 /4（金）

島津亜矢 歌怪獣襲来ツアー2021

① 11：30 開演  
全席指定② 15：30 開演

 Ｊ:ＣＯＭホール八王子

 6,300 円
 6,800 円

6/26（土）

  

 【主催】 東京労音　  047-365-9960　

 【主催】八王子こどもミュージカル　  080-1310-6734（本間）　

八王子こどもミュージカル
第 16回公演  「ロビンソン＊ロビンソン」 

8/14（土）①スマイル組  14：00 開演
　　　　②ハピネス組  18：00 開演　全席指定8/15（日）①ハピネス組  12：00 開演
　　　　②スマイル組  16：00 開演

 いちょうホール（大ホール）
 A席 2,000 円

※ S席・オンライン配信（各 2,500 円）の
　 お申込みは八王子こどもミュージカル
　 （080-1310-6734）まで。
※ 3歳未満膝上無料

 八王子こどもミュージカル団員33名
 ミュージカル「ロビンソン＊ロビンソン」

子どもたちによる本格的なミュージカルの上演。舞台芸術を身近に感じて
いただき、感動をお届けいたします。

8/14（土）・15（日）

   

MYSTERY NIGHT TOUR 2021
稲川淳二の怪談ナイト

18：00 開演  全席指定

 いちょうホール（大ホール）

 5,300 円　  5,800 円
※当日 6,000 円

 【主催】 KMミュージック　  045-201-9999　

7/28（水）

坂本里沙子ピアノ名曲コンサート

19：30 開演  全席自由

 いちょうホール（小ホール）
 【主催】 坂本里沙子名曲コンサート実行委員会    070-3322-1737   

6/12（土）  3,000 円

来生たかおコンサート
Stand Alone 2021 ～Acoustic Tracks～

16：00 開演  全席指定
 いちょうホール（大ホール）

 【主催】KMミュージック　  045-201-9999　

6/12（土）  6,800 円

【振替公演】

   

 【主催】ライスパワージャム実行委員会　  070-5569-8391　

ライス パワー ジャム・ハ！2021
八月二八日は八王子で JAZZ・・・ハ！

15：45 開演  全席指定
 いちょうホール（大ホール）
 6,500 円　  7,000 円　※当日券 500 円増し

 福盛進也+佐藤浩一、市原ひかり+片倉真由子、屋上駱駝、東京中低域  ほか
 ジャズ・スタンダード、各バンドの
 オリジナル曲、武満 徹、童謡  ほか
 http://www.rice-power-hachioji.tokyo

目覚ましい活躍をみせた精鋭、地方から羽ば
たく注目の若手…。プロ目線で選ばれた腕利
きたちが出演する画期的夏フェス！

清里フィールドバレエは日本で唯一、長期間にわたり連続で上演されて
いる野外バレエ公演です。野外バレエの感動と幻想を心ゆくまでご堪能
ください。

8/28（土）

【振替公演】

11/9（火）

 【主催】 エール・プロモーション　  048-782-8605　

 S 席 5,500 円
　　  A席 5,000 円

 S 席 6,000 円
　　  A席 5,500 円

フォレスタコンサート in 八王子

 Ｊ:ＣＯＭホール八王子

13：30 開演  全席指定

  ※写真はイメージです。※写真はイメージです。

いちょうホール

6/2（水）・3（木）

AKUTAGAWA

6/2（水）15：00 開演 全席指定6/3（木）15：00 開演
※ 3 歳未満膝上無料

 いちょうホール（小ホール）
 【主催】八王子車人形西川古柳座　  042-652-1222　

 4,000 円
【22 歳以下】2,500 円
　     （当日要身分証）

※後日、オンライン配信を予定して
　います。

18：30 開演  全席指定
 Ｊ:ＣＯＭホール八王子
 6,500 円　  7,000 円　

 オクサーナ・ボンダレワ、アナスタシア・
 ゴリャチェワ、直塚美穂、ヴィクター・
 カイシェタ、ミハイル・ヴェンシコフ、
 マルコス・ヤーゴ・ゴンザーガ  ほか
 ｢パキータ｣、「白鳥の湖」、
 「ラ・シルフィード」、「ドン・キホーテ」

   　ほか

※    ほかプレイガイドは
　5/7（金）から販売中。

バレエの聖地ロシアを代表する劇場、ミハイロフスキー、ボリショイ、マリ
インスキー、モスクワ音楽劇場、ペルミから実力派ソリストが来日。ロシア・
バレエの伝統美を、カンパニーの枠を越えた夢の競演でお贈りします！

ロシア・バレエ・ガラ2021
8/31（火）

 【主催】光藍社　  050-3776-6184　

33歳歳
以下以下

6/15（火）
6/8（火）

間世田采伽間世田采伽足立歌音足立歌音

南大沢文化会館

南大沢モーニングコンサートVol.38
～歌と笑顔の溢れる日々へ～

10：30 開演　全席自由　  南大沢文化会館（交流ホール）
 900 円　  1,000 円

 足立歌音（ソプラノ）、間世田采伽（ピアノ）
 マスカーニ：アヴェ・マリア、グノー：『ロミオとジュリエット』より
 「私は夢に生きたい」  ほか

6/18（金）

 　　

心あたたまる歌声で、笑顔の花がたくさん咲きますように。

 【主催】（株）B. シャンブルウエスト　  0551-48-3522　

第32回清里フィールドバレエ

19：00 開演　全席指定　※ 8/3（火）は休演
 清里高原 萌木の村 特設野外劇場
 （山梨県北杜市高根町清里 3545）
 SS 席 12,000 円　S席 8,000 円
   A席   7,000 円（大人）

3,000 円（小人）
※小人（4歳～小学生）は A席のみ。
※財団でチケットの取り扱いはありません。
 眠れる森の美女

総監督：今村博明
芸術監督：川口ゆり子 

7/30（金）～8/8（日・祝）

そのほか

 

福盛進也福盛進也

市原ひかり・片倉真由子市原ひかり・片倉真由子

公演中止 令和4年3/5（土）に延期
※詳細は財団ホームページをご覧ください。 残席わずか!

同時開催！『街中カフェ・クルーズ』
8/28（土）・29（日）に八王子市内公園、カフェ、
食堂などでイベントを開催します。
詳しくは主催者ホームページから各会場
ホームページへアクセスしてご覧ください。


