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第 41 回全日本アンサンブルコンテスト中国大会 

お客様へのお願い 

中国吹奏楽連盟   

ご来場を予定されている皆様には、次の内容をよくお読みいただき、大会の運営にご理解とご協

力をいただきますようお願い申しあげます。  

 

１ 未就学児（小学校入学以前のお子様）の入場はできません  

 

２ 入場の際には入場券が必要です。 

前売券はローソンチケットをご利用ください。購入方法につきましては中国吹奏楽連盟ホ

ームページ（http://www.ajba.or.jp/chugoku/）掲載の「入場券販売のお知らせ」をご

覧ください。 

ただし、販売枚数には限りがあり、売り切れる場合がございます。 

当日券は若干数販売する予定ですが、前売り券が完売の場合は販売いたしません。また、

販売する場合でも会場が満席になり次第、販売を中止します。 

 

３ 会場が満席の場合は入場制限を行います。入場制限を行った場合，未使用の入場券は会場にて

返金することがあります。 

 

４ コンテストの運営上、会場内での写真撮影・録音・録画は固くお断りします。 

 （出演団体の写真撮影・録音録画は連盟指定の業者が行います。） 

 

５ ホール内では携帯電話、スマートフォン等すべての電子メディア機器の使用を禁止します。（休

憩時間も含む）機器の電源を必ずお切りください。また、時計などのアラームは必ず解除して

ください。 

 

６ 演奏中のホールへの出入りはできません。係員の指示に従ってください。  

 

７ 鑑賞マナーを守ってください。特に演奏中の私語については厳に慎んでください。  

 

８ 客席に荷物を置いての座席確保は禁止します。放置してある荷物は大会事務局でお預かりする

ことがあります。 

 

９ ホール内での飲食はできません。 

 

10 自家用車の駐車場につきましては確保しておりません。会場周辺の有料駐車場をご利用いただ

くか、公共交通機関をご利用ください。 
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