
検 索

ホーム  公演を探す  沼尻竜典オペラセレクション NISSAY OPERA 2018 モーツァルト作曲 歌劇「魔笛」特設ページ

モーツァルト不朽の名作オペラ「魔笛」を、びわ湖ホール芸術監督沼尻竜典の指揮、新進気鋭の演出家・佐藤美晴
のタッグでお贈りします。
王子タミーノはさらわれた姫パミーナを助けるために鳥刺しパパゲーノと旅に出た。姫が捕らえられている神官ザラストロの神殿にたどり着いた王子を待ち構える運命とは.. . . . .。

沼尻竜典 佐藤美晴

出演：

ザラストロ 伊藤　貴之

タミーノ 山本　康寛※

弁者&僧侶I 山下　浩司

僧侶Ⅱ 清水徹太郎※

夜の女王 角田　祐子

パミーナ 砂川　涼子

侍女Ⅰ 田崎　尚美

侍女Ⅱ 澤村　翔子

侍女Ⅲ 金子　美香

チケット購入
  

歌劇「魔笛」  スタッフ・キャスト 

公演概要  関連企画 

スタッフ・キャスト

指揮 演出・上演台本

ザラストロ

伊藤　貴之

タミーノ

山本　康寛

チケット 
購入

公演 
スケジュール

公演 
カレンダー

びわ湖 
ホール 
座席表

ユーザー登録 
・登録変更



滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール
B i w a k o  Ha l l  C e n t e r  f o r  t h e  Pe r f o r m i n g  A r t s ,  S h i g a

E N G L I S H 文字サイズ 標準 拡大

メニュー

公演を探す 劇場を借りる 会員制度 劇場のご案内 年間プログラム アクセス 
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http://line.me/R/msg/text/?%E6%B2%BC%E5%B0%BB%E7%AB%9C%E5%85%B8%E3%82%AA%E3%83%9A%E3%83%A9%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%20NISSAY%20OPERA%202018%20%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%84%E3%82%A1%E3%83%AB%E3%83%88%E4%BD%9C%E6%9B%B2%20%E6%AD%8C%E5%8A%87%E3%80%8C%E9%AD%94%E7%AC%9B%E3%80%8D%E7%89%B9%E8%A8%AD%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8|%E3%81%B3%E3%82%8F%E6%B9%96%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB%0D%0Ahttps://www.biwako-hall.or.jp/performance/special/diezauberflote2018.html
https://www.biwako-hall.or.jp/ticket/#internet
https://www.biwako-hall.or.jp/performance/calender.html
https://www.biwako-hall.or.jp/performance/
https://www.biwako-hall.or.jp/theater/seatingchart.html
https://www2.biwako-hall.or.jp/cs_eticket/Welcome.cgi
https://www.biwako-hall.or.jp/
https://www.biwako-hall.or.jp/en/
https://www.biwako-hall.or.jp/
https://www.biwako-hall.or.jp/performance/
https://www.biwako-hall.or.jp/rentaltheater/
https://www.biwako-hall.or.jp/member/
https://www.biwako-hall.or.jp/theater/
https://www.biwako-hall.or.jp/assets_files/program201802.pdf
https://www.biwako-hall.or.jp/access/


出演：

童子Ⅰ 盛田　麻央

童子Ⅱ 守谷　由香

童子Ⅲ 森　　季子※

パパゲーナ 今野沙知恵

パパゲーノ 青山　　貴

モノスタトス 小堀　勇介

武士Ⅰ 二塚　直紀※

武士Ⅱ 松森　　治※

合唱：C.ヴィレッジシンガーズ

管弦楽：日本センチュリー交響楽団

※びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー

ドラマトゥルク：長島 確

美　術：池田 ともゆき

照　明：伊藤 雅一（RYU）

衣　裳：武田 久美子

ヘアメイク：橘 房図

映　像：須藤 崇規

舞台監督：幸泉 浩司 / 井坂 舞（アートクリエイション）

合唱指揮：田中 信昭

演出助手：手塚 優子 / 平戸 麻衣

副指揮：大川 修司 / 鈴木 恵里奈 / キハラ 良尚

コレペティトゥア：平塚 洋子 / 高橋 裕子 / 渡辺 治子

公演名 沼尻竜典オペラセレクション NISSAY OPERA 2018 モーツァルト作曲 歌劇「魔笛」（全2幕）（ドイツ語歌唱・日本語台詞・日本語字幕

付）

開催日 2018年10月6日（土）

時間 15時開演（14:15開場 18:15終演予定）

会場 滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール 大ホール

■SS席:13,000（12,000）円 ※取扱終了 
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料金（税込） ■S席:11,000（10,000）円 

■A席:9,000（8,000）円 

■B席:7,000（6,500）円 ※取扱終了 

■C席:6,000円 ※取扱終了 

■D席:5,000円 ※取扱終了 

■E席:4,000円 ※取扱終了 

■U30席(30歳以下)：3,000円 

■U24席(24歳以下):2,000円 

※全席指定・税込 

※（　）内は友の会会員料金 びわ湖ホールのみの取扱い

託児サービス 対象：1歳以上、6歳未満 

利用料金：お子様ひとりにつき1,000円  

開設時間：14：30 〜公演終了後30分まで  

申込方法：2018年9月29日（土）までに「びわ湖ホールチケットセンター」までお申し込みください。 

お問い合わせ びわ湖ホールチケットセンター 　077-523-7136 

10:00〜19:00／火曜日休館、休日の場合は翌日、8/13（月）〜18（土）休館

注意事項 ※6歳未満のお子様はご入場いただけません。 

※SS・D・E席はびわ湖ホールチケットセンター（ネット・電話・窓口）のみの取り扱いです。 

※U30席・U24席についてはびわ湖ホールチケットセンター（電話・窓口）のみの取り扱いです。公演当日、学生証等年齢の分かるものを

必ずご提示ください。 

※やむを得ない事情により出演者等が変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。 

※お申し込みいただいたチケットのキャンセル、変更はできません。 

※チケットお申し込み後、期限内に所定の手続きをされなかった場合は、チケットの販売・お引き渡しをお断りします。 

※公演当日SS〜E席に残席がある場合に限り、青少年（24歳以下）の方に対し、定価の半額で当日券を販売します。（劇場窓口のみで取り

扱い。学生証等年齢の分かるものをご提示ください。）

チケット購入

作曲家モーツァルトや、作品の背景を中心にわかりやすく解説し、歌手による演奏も交え、聴きどころや見どころをご紹介します。

2018年8月4日（土）10：30〜12：30

会場：びわ湖ホール　小ホール

出演：沼尻竜典（指揮者）、岡田暁生（京都大学教授）

参加費：無料 

※事前申込不要。当日直接会場までお越しください。

「本物の舞台芸術に触れる機会を」という考えのもと、東京・日生劇場や全国各地の劇場でオペラやバレエ公演に中・高校生を無料招待

する「ニッセイ名作シリーズ」を滋賀県内の高校生を無料招待して、びわ湖ホールで開催します。出演者は10月6日の公演と同じ内容で

上演します。

2018年10月4日（木）

会場：滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール

主催：公益財団法人ニッセイ文化振興財団【日生劇場】

共催：滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール

協賛：日本生命保険相互会社 

※一般の方は入場できません。

びわ湖ホールオフィシャルスポンサー

 

 びわ湖ホール公式アカウント

関連企画

プレトーク・マチネ

【ニッセイ名作シリーズ2018滋賀県公演】モーツァルト作曲　歌劇『魔笛』（非公開）

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

LINEでシェアする

Follow Us

https://www2.biwako-hall.or.jp/cs_eticket/QueryEventDetail.cgi?fromPageId=EventSearch&SEQ=7988
http://www.kanou.com/
http://www.heiwado.jp/
https://www.facebook.com/biwako.hall.15
https://twitter.com/biwako15thAnniv
https://www.youtube.com/user/BiwakoHall
http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.biwako-hall.or.jp/performance/special/diezauberflote2018.html
https://twitter.com/intent/tweet?ref_src=twsrc%5Etfw&text=%E6%B2%BC%E5%B0%BB%E7%AB%9C%E5%85%B8%E3%82%AA%E3%83%9A%E3%83%A9%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%20NISSAY%20OPERA%202018%20%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%84%E3%82%A1%E3%83%AB%E3%83%88%E4%BD%9C%E6%9B%B2%20%E6%AD%8C%E5%8A%87%E3%80%8C%E9%AD%94%E7%AC%9B%E3%80%8D%E7%89%B9%E8%A8%AD%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8&url=https://www.biwako-hall.or.jp/performance/special/diezauberflote2018.html
http://line.me/R/msg/text/?%E6%B2%BC%E5%B0%BB%E7%AB%9C%E5%85%B8%E3%82%AA%E3%83%9A%E3%83%A9%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%20NISSAY%20OPERA%202018%20%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%84%E3%82%A1%E3%83%AB%E3%83%88%E4%BD%9C%E6%9B%B2%20%E6%AD%8C%E5%8A%87%E3%80%8C%E9%AD%94%E7%AC%9B%E3%80%8D%E7%89%B9%E8%A8%AD%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8|%E3%81%B3%E3%82%8F%E6%B9%96%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB%0D%0Ahttps://www.biwako-hall.or.jp/performance/special/diezauberflote2018.html

