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■出演団体

静岡「エコパ」アリーナ
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（Blue Fairies）
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・
浜松商業高等学校吹奏楽部・浜松市立高等学校吹奏楽部
（Scarlet Rose）
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■ゲストバンド

チケット取扱い

奈良学園大学マーチングバンド
入

場

料

［前売り］ S席指定…………￥2,000 S席指定……………￥2,000 シルバーS席指定…￥2,000
（フロント固定席）

（フロント可動席）

1,500

（フロントサイド固定席）
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（フロントサイド指定席）

A席指定…………￥

（フロントサイド固定席）

車椅子S席指定･･￥

（フロント指定席）

（フロント固定席）
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（バック席）
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（バック席）

シルバーA席指定…￥
車椅子A席指定…･･￥
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C席自由………………￥
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車椅子C席……………￥

［当日券］ それぞれ S席 ￥500 増 A席 ￥300 増 C席 ￥100 増

【掛川地区】■兵藤楽器本店（0537-23-0245）
【袋井地区】■兵藤楽器袋井MC（0538-42-2037）
■袋井市月見の里学遊館（0538-49-3400）
■ 袋井市役所売店
【磐田地区】■兵藤楽器磐田店（0538-37-0354）
【チケットぴあ】■TEL.0570-02-9999（Pコード:１２７−３２８）
URL：http://pia.jp/t/chubu
お近くのチケットぴあスポット、セブンイレブンでも直接お買い求めいただけ
ます。最終発売日は11月4日
（日）
となります。
車椅子席及びシルバー席もチケットぴあにてお買い求めいただけます。

9 月 3 日（月）より発売（お早めにお買い求め下さい）

※満席の場合、当日券販売はございません。 ※シルバー席は65歳以上。
※3歳未満の乳幼児は大人1名につき、膝上に限り無料

主
後

催／「エコパ」マーチングフェスティバル実行委員会 共催／静岡新聞社・静岡放送
援／袋井市教育委員会・掛川市教育委員会・磐田市教育委員会・菊川市教育委員会・浜松市教育委員会・川根本町教育委員会・静岡県吹奏楽連盟・
静岡県マーチングバンド協会・エコパハウス
協賛／株式会社 兵藤楽器店・株式会社ヤマハミュージックジャパン 協力／株式会社ケイ・アート 写真提供／ステージライフ http://stagelife.jp

お問い合わせ／エコパマーチングフェスティバル事務局

090-3444-7611（平日１０：00〜17：00）

■エコパマーチングフェスティバル 2018 ゲスト

【奈良学園大学マーチングバンド】NARAGAKU Marching Band
奈良学園大学マーチングバンド部は5年目を迎えた今年度、拡大版NARAGAKU Marching Band
としてshowを構成致しました。
新たに「万里一空」という目標を掲げ、最高のマーチングを披露できるよう日々練習に励んでいます。私
たちは北海道から沖縄まで全国各地より、マーチングを愛する者が集結しました。メンバーが変わり、変
化していることも多くありますが、創部当初から目標とする「人間力の向上」を念頭に置き、一人ひとり
が成長出来ることを目指し活動しています。また、今後も応援してくださる方々への感謝の気持ちを大
切に精進してまいります。
今年度のNARAGAKU Marching Bandをお楽しみください。

■座席表

東
S席指定フロント固定席￥2,000
A席指定￥1,500

招待者席
VIP

A席指定￥1,500

VIP

シルバーS席指定￥2,000
シルバーA席指定￥1,500

S席指定フロント可動席￥2,000

車椅子席（A）

車椅子席（A）
シート

北

車椅子席（S）

正面席側

演技フロア

南

車椅子席（S）

車椅子席（C）

C席自由￥500

出演者席

西

■交通のご案内
浜松駅よりJR東海道線 愛野駅まで 約20分
掛川駅よりJR東海道線 愛野駅まで 約 5分
JR東海道線愛野駅下車・徒歩15分
愛野駅方面からの歩行者入口付近には「動く歩道」と「スロープ力一」を設置。

掛川
ゲート

さらに工ントランス広場まで続く
「ペデストリアンデッキ」があります。
全長190m、幅員1Omのゆとりの広さは入退場者を安全・快適に誘導します。

東名高速袋井I.C.より 約14分／掛川I.C.より 約8分
駐車場（AM9：00開場）

入

※できるだけ公共交通機関をご利用ください。
また、入場時聞によって
は遠方駐車場になる場合がございます。

場

券があれば

参加費

無料
定員：最大４０名

募集対象

２０１８年１１月１０日（土）「エコパ」マーチングフェスティバル 2018 ワークショップ

トランペット演奏体験と初歩のマーチング体験

＊レッスンには講師の他、
ともに７〜８名の高校生が補助します。

■ トランペット体験【指導者】岡本篤彦 先生 【時間・場所】
１０時〜１１時「エコパ」
アリーナ１F 研修室
■ マーチング体験 【指導者】川崎善友 先生 【時間・場所】
１１時〜１２時「エコパ」
サブアリーナ
入場券をご購入いただいた方で、
トランペットやマーチングに興味のある方であれば、
年齢や性別は問いません。 当日の受付
＊見学や付き添いの方も入場券の購入が必要です。

をお知らせください。
申し込み方法 E メールまたはお電話で、お名前と年齢区分（小・中・高・一般）

Email：marfes̲2018@yahoo.co.jp・事務局携帯電話：０９０−３４４４−７６１１
（平日の１０時〜１７時）

９時からアリーナ事務室入口で受け付けます。
マーチング
だけの方は、
１１時までに受け付けへお越しください。

持ち物

上靴（スリッパは不可） ＊楽器は用意します。
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