ＮＨＫ交響楽団コンサート参加の注意事項
―ＮＨＫホール―
■ご来場にあたって
・当日はＮＨＫホール正面入口へ直接お越しいただき、受付をしてください。
・当日は学生証をご携帯ください。受付で学生証を確認してから、チケットをお渡しします。
・開演時間に間に合うように、十分な時間をもってお越しください。
ギリギリの場合には、入場できない場合があります。
・演奏会の会場への行き方については、下記をご確認ください。
各最寄駅から NHK ホールまでは徒歩で 10～15 分ほどかかります。
・事前に申込をして、当選した留学生だけの招待です。ご家族・ご友人分のご招待はありません。
・小学生以下のお子さんは入場できません。 ご招待の公演日には託児サービスはありません。

〒150-8001 東京都渋谷区神南 2-2-1
Tel.03-3465-1751
http://www.nhk-sc.or.jp/nhk_hall

JR/原宿駅（表参道口）
東京メトロ/明治神宮前駅（２番出口）
JR・東京メトロ・東急・京王/渋谷駅
京王バス（渋谷駅～新宿駅西口・中野駅・笹塚循環）
京王バス（渋谷駅～NHK スタジオパーク）直行
近隣駐車場
渋谷区役所前駐車場（有料/30 分割引サービスあり）

・やむを得ず欠席する場合は、事前にご連絡ください。
N 響ガイド

電話：03-5793-8161

Email:n-miyazaki@nhkso.or.jp
■観覧上のお願い
・写真撮影、録音、録画は固くお断りいたします。
・カーテンコールの写真撮影も固くお断りいたします。
・携帯電話の電源はお切りください。
・客席内での私語・ご飲食はご遠慮ください。
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Invitation guidance for the Concert of NHK Symphony Orchestra ,Tokyo
－At NHK Hall－
■Arriving at the venue
･Please come directly to the NHK Hall, you will find the information window on the right side of the main entrance.
You have to sign in and get a ticket at there.
･Please make sure bringing your student ID and showing it to the staff, when you get a ticket.
・Please come to the NHK hall early enough to be seated before the performance begins.
Otherwise you might not enter the concert hall. (Check the following Map for the location.
It takes about 10-15 minutes to walk to NHK Hall from each of the closest stations.)
【Note】 Only Intl. students selected by lottery can attend the concert.
You should buy ticket/s, if your family or friend want to attend the concert with you.
・Preschool children are not allowed to attend the concert. There is no nursery service on the day of the concert.

〒150-8001 2-2-1 Jinnan, Shibuya-ku, Tokyo
Tel.03-3465-1751
http://www.nhk-sc.or.jp/nhk_hall
JR/Harajuku Station（Omotesando Exit）
Tokyo Metro/Meiji-jingu Mae Station （#２ Exit）
JR・Tokyo Metro・Tokyu・Keio/Shibuya Station
Keio Bus（Shibuya～Shinjuku West Exit・Nakano・Sasazuka Loop）
Keio Bus （Shibuya～NHK Studio Park） Direct Bus
Adjacent Parking Lot
Shibuya Ward Office（Pay Lot/30minute discount available）

・Do not be absent without notification. If you have to be absent, please inform us
by e-mail (n-miyazaki@nhkso.or.jp)or phone(03-5793-8161) in advance.
■Requests while watching
・Pictures, sound and video recordings are not allowed in the auditorium.
・Photography is also prohibited during curtain call.
・Please turn off your mobile phone and any electronic and soundable equipment.
・No talking during the performance.
・Do not eat or drink in the auditorium.
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