平成 25 年 6 月 14 日現在

World Peace Concert“HIROSHIMA”2013
チケット情報
～「ピース・アーチ・ひろしま」プロジェクト～

クラシックの夕べ≪第１部≫，≪第２部≫ チケット発売中！
お早めにご購入ください！
コンサート名

クラシックの夕べ ≪第１部≫

開催日時

平成２５年７月２９日（月）開演１９:００（開場１８：００）

場

上野学園ホール（広島市中区白島北町 19-1）

所

出演者

○スタニスラフ・ブーニン（ドイツ，ピアノ）
○天満 敦子（ヴァイオリン）
○佐藤 しのぶ（ソプラノ）
○秋川 雅史（テノール）
【指 揮】現田 茂夫（神奈川フィルハーモニー管弦楽団名誉指揮者）
【管弦楽】広島交響楽団
【司 会】檀 ふみ

入場料

SS 席：12,000 円，Ｓ席：10,000 円，Ａ席：8,000 円，Ｂ席：7,000 円（全席指定）

チケット発売
チケット
販売場所

コンサート名

発 売 中
エディオン広島本店，福屋（八丁堀本店，広島駅前店）
，ヤマハ広島店，アルパーク天満屋，
チケットぴあ（Ｐコード ≪第１部≫203-061）

クラシックの夕べ ≪第２部≫

開催日時

平成２５年７月３０日（火）開演１９:００(開場１８：００)

場

上野学園ホール（広島市中区白島北町 19-1）

所

出演者
（予定）

○アジア・フィルハーモニー管弦楽団
【指揮・音楽監督】チョン・ミョンフン
（ﾌﾗﾝｽ国立放送ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団，ｿｳﾙ・ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団音楽監督，
ｼｭﾀｰﾂｶﾍﾟﾚ・ﾄﾞﾚｽﾃﾞﾝ首席客演指揮者）
○樫本 大進（ヴァイオリン，アジア・フィルコンサートマスター）【今回決定】
○萩原 麻未（ピアノ）
○小林 美恵（ヴァイオリン）
○橋本 杏奈（クラリネット）
【司 会】檀 ふみ

入場料

SS 席：12,000 円，Ｓ席：10,000 円，Ａ席：8,000 円，Ｂ席：7,000 円（全席指定）

チケット発売
チケット
販売場所

発 売 中
エディオン広島本店，福屋（八丁堀本店，広島駅前店）
，ヤマハ広島店，アルパーク天満屋，
チケットぴあ（Ｐコード ≪第２部≫203-062）

※ いずれのコンサートも，やむを得ない理由により，出演者等が変更される場合があります。
※ また，出演者は今後追加発表される場合があります。
※ いずれのコンサートも就学前のお子様の入場はご遠慮ください。

チケットに関するお問い合わせ（「クラシックの夕べ≪第１部≫，≪第２部≫」のみ）
ＲＣＣ文化センター 電話 082-222-2276（受付時間：平日１０時～１７時）

事業に関するお問い合わせ
ピース・アーチ・ひろしま実行委員会事務局 電話 082-227-6234（受付時間：平日９時～１７時）
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オープニングコンサート（7/27），メモリアルリーディングコンサート（8/2），
エターナルピースコンサート（8/3） ６月１６日（日）チケット発売開始！
コンサート名

オープニングコンサート

開催日時

平成２５年７月２７日（土）開演１７:００(開場１６：００)

場

上野学園ホール（広島市中区白島北町 19-1）

所

出演者

○ピーター・セテラ（米国，歌手）
○中丸 三千繪（ソプラノ）
○島谷 ひとみ（歌手）
○クリスタル・ケイ（歌手）【今回決定】
【指 揮】栗田 博文 【管弦楽】広島交響楽団

入場料
チケット発売日

Ｓ席：8,000 円，Ａ席：7,000 円，Ｂ席：6,000 円，Ｃ席：5,000 円（全席指定）
平成２５年６月１６日（日）午前１０時 （ヤマハ広島店のみ午前 10 時 30 分）
エディオン広島本店，福屋（八丁堀本店，広島駅前店）
，ヤマハ広島店，アルパーク天満屋，
イープラス（専用ＵＲＬ：http://eplus.jp/wpch2013/）
チケットぴあ（Ｐコード：２０３－６８７）

チケット
販売場所

（発売日専用特別受付電話：０５７０－０２－９９１５，6/16 の 10 時～18 時受付）

ローソンチケット（Ｌコード：６６６１６）
（発売日専用特別受付電話：０５７０－０８４－６６１，6/16 の 10 時～18 時受付）

※ チケットぴあ，ローソンチケットは，6/16 の 18 時以降，次の電話番号での受付となります。
（チケットぴあ：0570-02-9999，ローソンチケット：0570-084-006）
いずれの電話も，受付音声ガイダンスでのご案内となります。

コンサート名

メモリアルリーディングコンサート

開催日時

平成２５年８月２日（金）開演１９:００(開場１８：００)

場

広島グリーンアリーナ（広島県立総合体育館大アリーナ）
（広島市中区基町 4-1）

所

出演者

○吉永 小百合（俳優，朗読）
○坂本 龍一 （ピアノ）
○由紀 さおり（歌手）
○安田 祥子 （歌手）
○石井 竜也 （歌手）【今回決定】
【指 揮】栗田 博文
【管弦楽】広島交響楽団
【司 会】東 ちづる【今回決定】

入場料

Ｓ席 10,000 円，Ａ席：8,000 円，Ｂ席：6,500 円，Ｃ席：5,000 円（全席指定）

チケット発売日

平成２５年６月１６日（日）午前１０時 （ヤマハ広島店のみ午前 10 時 30 分）
エディオン広島本店，福屋（八丁堀本店，広島駅前店）
，ヤマハ広島店，アルパーク天満屋，
イープラス（専用ＵＲＬ：http://eplus.jp/wpch2013/）
チケットぴあ（Ｐコード：２０３－６８８）

チケット
販売場所

，
（発売日専用特別受付電話：０５７０－０２－９９２５，6/16 の 10 時～18 時受付）

ローソンチケット（Ｌコード：６６６１７）
（発売日専用特別受付電話：０５７０－０８４－６６２，6/16 の 10 時～18 時受付）

※ チケットぴあ，ローソンチケット，次の電話番号での受付となります。
（チケットぴあ：0570-02-9999，ローソンチケット：0570-084-006）
いずれの電話も，受付音声ガイダンスでのご案内となります。
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コンサート名

エターナルピースコンサート

開催日時

平成２５年８月３日（土）開演１７:００(開場１６：００)

場

広島グリーンアリーナ（広島県立総合体育館大アリーナ）
（広島市中区基町 4-1）

所

出演者
（予定）

【第１部】
○クインシー・ジョーンズ（米国，プロデューサー・指揮）
○パティ・オースティン（米国，歌手）
○ジェームス・イングラム（米国，歌手）
○サイーダ・ギャレット（米国，歌手）
○グローバル・ガンボ・オールスターズ
アルフレッド・ロドリゲス（キューバ，ピアノ）
，ニッキー・ヤノフスキー（カナダ，歌手）
，
アンドレアス・ヴァラディ（スロバキア，ギター）
，ジャスティン・コフリン（米国，ピアノ）
エミリー・ベア（米国，ピアノ）
○クインシー・ジョーンズ・ビッグ・バンド
グレッグ・フィリンゲインズ（米国，キーボード奏者，元 TOTO）ほか

アンディ・ワイナー(Keys 2)， ニール・スチューベンハウス (Bass)，
ジョン・ロビンソン (Drums)， ポウリーニョ・ダ・コスタ (Percussion)，
ジョリー・スタインバーグ (Vox)，リン・フィドモント (Vox)
【第２部】
○清水 翔太（歌手）【今回決定】
【第３部】
○安全地帯（バンド）【今回決定】
入場料
チケット発売日

Ｓ席：12,000 円，Ａ席：10,000 円，Ｂ席：8,000 円，Ｃ席：7,000 円（全席指定）
平成２５年６月１６日（日）午前１０時 （ヤマハ広島店のみ午前 10 時 30 分）
エディオン広島本店，福屋（八丁堀本店，広島駅前店）
，ヤマハ広島店，アルパーク天満屋，
イープラス（専用ＵＲＬ：http://eplus.jp/wpch2013/）
チケットぴあ（Ｐコード：２０３－６８９）

チケット
販売場所

（発売日専用特別受付電話：０５７０－０２－９９３５，6/16 の 10 時～18 時受付）

ローソンチケット（Ｌコード：６６６１８）
（発売日専用特別受付電話：０５７０－０８４－６６３，6/16 の 10 時～18 時受付）

※ チケットぴあ，ローソンチケットは，6/16 の 18 時以降，次の電話番号での受付となります。
（チケットぴあ：0570-02-9999，ローソンチケット：0570-084-006）
いずれの電話も，受付音声ガイダンスでのご案内となります。
※ いずれのコンサートも，やむを得ない理由により，出演者等が変更される場合があります。
※ また，出演者は今後追加発表される場合があります。
※ いずれのコンサートも就学前のお子様の入場はご遠慮ください。

チケットに関するお問い合わせ （「オープニングコンサート」，「メモリアルリーディング」，「エターナルピースコンサート」のみ）
キャンディー・プロモーション 電話 082-249-8334（受付時間：平日１１時～１８時３０分）
事業に関するお問い合わせ
ピース・アーチ・ひろしま実行委員会事務局 電話 082-227-6234（受付時間：平日９時～１７時）
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