
昨年のSTROANコンサートより

STROANメンバー、アソシエイト・メンバー
弦楽合奏
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ホール定員（708席）の50%以内のお客さまで開催します。席数限定受付
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岐阜市
薮田南
5-14-53

チケットのネット予約は公式サイト「サラマンカ・オンラインチケット」で

サラマンカホール

サラマンカメイト・一般同時受付：2021年7月5日［月］～
※密を避けるため、電話・インターネット 9:00～、窓口 12:00～の受付とさせていただきます。
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※車いす席は、サラマンカホールチケットセンター窓口のみの取扱いです。
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全自由席・入場無料｜要整理券
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主催： サラマンカホール
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整理券申し込み
サラマンカホール
チケットセンター 058-277-1110 
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収容率50％以下
（前後左右１席空け）での

開催となります。

客席のご案内
サラマンカメイトのご案内

●チケットの先行販売
●チケットの割引（1公演2枚まで）
●ダイレクトメールによる
　コンサートのご案内
●グッズコーナーでの割引
※お電話（058-277-1110 入会申込書を郵送）および、
　インターネットでも受付ております。
※年会費2,000円
※入会申込書は、サラマンカホール チケットセンターに
　ご用意しています。
※年会費の口座振替もご利用ください。

すしさかい

桶狭間タンメン

交通アクセス・駐車場

 公共交通機関
●JR岐阜駅（北口）より「岐阜バス」で約20分
●名鉄岐阜駅より「岐阜バス」で約25分　
●JR西岐阜駅（南口）より「西ぎふ・くるくるバス」
　で約12分
●JR東海道本線・名古屋駅から西岐阜駅まで
　約23分

 自　動　車
●JR西岐阜駅から車で約5分（南口タクシー乗り場より約2㎞）
●JR東海道新幹線・岐阜羽島駅および名神高速道路・岐阜
羽島ICより車で約20分　●無料駐車場完備

終演後に西岐阜駅まで無料マイクロバスを
運行します　正面玄関前（北側）から出発します。
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2021年9月26日（日）
同日午前中、STROANメンバーを対象に「弦楽器特別レッスン」を開催！
その模様を一般公開します。

時間 会場 楽器 講師 申込定員

10：00～12：00
（開場 9：30）

ホール

ホワイエ

リハーサル室

ヴァイオリン

ヴァイオリン

チェロ

前橋汀子

F. アゴスティーニ

原田禎夫

100名

10名

申込方法：サラマンカホールチケットセンター　TEL.058-277-1110
サラマンカ・オンラインチケット　　  https://p-ticket.jp/salamanca/

※2021年7月5日（月）より受付（電話、インターネット9:00～、窓口12:00～）
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☜
詳しくはWEBを
ご覧ください。

要申込

聴講
無料

聴講者募集


