
 サントリーホール30周年記念参加公演
2016/5/1現在

日程 公演名 問い合わせ先

1/7 (木) 読売日本交響楽団第588回名曲シリーズ 読響チケットセンター　0570-00-4390

1/9 (土) 東京交響楽団特別演奏会　ニューイヤーコンサート2016 TOKYO　SYMPHONY　チケットセンター　044-520-1511

1/10 (日) 日本フィルハーモニー交響楽団第369回名曲コンサート　指揮＆チェンバロ：大植英次 日本フィル・サービスセンター　03-5378-5911

1/11 (月) みずほフィナンシャルグループ　第27回成人の日コンサート2016 チケットスペース　03-3234-9999 

1/13 (水) クリスチャン・ツィメルマン　ピアノ・リサイタル ジャパン・アーツぴあ　03-5774-3040

1/14 (木) 読売日本交響楽団第554回定期演奏会 読響チケットセンター　0570-00-4390

1/15 (金) 東京フィルハーモニー交響楽団第872回定期演奏会 東京フィルチケットサービス　03-5353-9522

1/16 (土) 東京交響楽団第637回定期演奏会 TOKYO　SYMPHONY　チケットセンター　044-520-1511

1/17 (日) 第52回日本赤十字社献血チャリティ・コンサート New Year Concert2016　指揮：大友直人 東京都交響楽団 Sony Music Foundation　03-5227-5233 

1/18 (月) プラハ交響楽団　ニューイヤー・コンサート　指揮：ピエタリ・インキネン　Vn：成田達輝 ジャパン・アーツぴあ　03-5774-3040

1/20(水）、21（木） ＮＨＫ交響楽団第1828回定期公演　指揮：トゥガン・ソヒエフ Ｎ響ガイド　03-5793-8161

1/22(金）、23（土） 日本フィルハーモニー交響楽団第677回定期演奏会　指揮：小林研一郎 日本フィル・サービスセンター　03-5378-5911

1/26 (火) 東京都交響楽団第801回定期演奏会 都響ガイド　03-3822-0727

1/27 (水) 新日本フィルハーモニー交響楽団第553回定期演奏会 新日本フィル・チケットボックス　03-5610-3815

1/30 (土) 若林顕ピアノ・リサイタル コンサートイマジン　03-3235-3777 

1/31 (日) 東京グリーン交響楽団　指揮：北原幸男 みどり会　03-5621-8353

2/4 (木) 読売日本交響楽団第589回名曲シリーズ 読響チケットセンター　0570-00-4390

2/6 (土) ベルリン・バロック・ゾリステンwith神尾真由子 アスペン　03-5467-0081

2/7 (日) 仲道郁代ピアノ・リサイタル ジャパン・アーツぴあ　03-5774-3040

2/8 (月) 浜松国際ピアノアカデミー　第20回開催記念コンサートシリーズ Pf：上原彩子、河村尚子、チョ･ソンジン ジャパン・アーツぴあ　03-5774-3040

2/12 (金) 読売日本交響楽団第555回定期演奏会 読響チケットセンター　0570-00-4390

2/17(水）、18（木） ＮＨＫ交響楽団第1831回定期公演　指揮：パーヴォ・ヤルヴィ Ｎ響ガイド　03-5793-8161

2/22 (月) コルンリウス・マイスター指揮ウィーン放送交響楽団 プロ アルテ ムジケ　03-3943-6677

2/25 (木) 新日本フィルハーモニー交響楽団第555回定期演奏会 新日本フィル・チケットボックス　03-5610-3815

2/26 (金) 東京フィルハーモニー交響楽団第874回定期演奏会 東京フィルチケットサービス　03-5353-9522

2/28 (日) 都響プロムナードコンサートＮｏ．366 都響ガイド　03-3822-0727

3/4(金）、5（土） 日本フィルハーモニー交響楽団第678回定期演奏会　指揮：広上淳一 日本フィル・サービスセンター　03-5378-5911

3/7 (月) 東京フィルハーモニー交響楽団第877回定期演奏会 東京フィルチケットサービス　03-5353-9522

3/8 (火) 札幌交響楽団　東京公演 カジモト・イープラス　0570-06-9960

3/9 (水) 聖トーマス教会合唱団＆ゲヴァントハウス管弦楽団　「マタイ受難曲」 ジャパン・アーツぴあ　03-5774-3040

3/10 (木) 読売日本交響楽団第590回名曲シリーズ 読響チケットセンター　0570-00-4390

3/11 (金) 「第5回全音楽界による音楽会」3. 11 チャリティコンサート 3.11塾事務局　03-3584-1608 

3/13 (日) 日本フィルハーモニー交響楽団　コバケン・ワールド　Vol.12　指揮：小林研一郎　 日本フィル・サービスセンター　03-5378-5911

3/16 (水) 新日本フィルハーモニー交響楽団第556回定期演奏会 新日本フィル・チケットボックス　03-5610-3815

3/17 (木) 読売日本交響楽団第556回定期演奏会 読響チケットセンター　0570-00-4390

3/18(金）、21（月・祝） アンナ・ネトレプコ　スペシャル・コンサート in JAPAN 2016 カジモト・イープラス　0570-06-9960

3/19 (土) 都響プロムナードコンサートＮｏ．367 都響ガイド　03-3822-0727



日程 公演名 問い合わせ先

3/20 (日) 樋口隆一指揮　明治学院バッハ・アカデミー「J.S.バッハ：マタイ受難曲」 AMATI　03-3560-3010

3/22 (火) オーケストラ・アンサンブル金沢　東京公演 カジモト・イープラス　0570-06-9960

3/24 (木) 東京都交響楽団第802回定期演奏会 都響ガイド　03-3822-0727

3/25 (金) 及川浩治トリオ　Bee　10th ANNIVERSARY　～THE BEST of Bee～ チケットスペース　03-3234-9999 

3/26 (土) 東京交響楽団第638回定期演奏会 TOKYO　SYMPHONY　チケットセンター　044-520-1511

3/28(月）、30（水） 辻井伸行 日本ツアー 《ショパン・リサイタル》 チケットスペース　03-3234-9999 

3/29 (火) 水戸室内管弦楽団　東京公演　指揮：小澤征爾 水戸芸術館音楽部門　029-227-8118

4/7 (木) 東京都交響楽団第804回定期演奏会 都響ガイド　03-3822-0727

4/10 (日) 日本フィルハーモニー交響楽団第370回名曲コンサート　指揮：小林研一郎 日本フィル・サービスセンター　03-5378-5911

4/14 (木) 読売日本交響楽団第557回定期演奏会 読響チケットセンター　0570-00-4390

4/16(土）、21（木） マウリツィオ・ポリーニ　ピアノ・リサイタル カジモト・イープラス　0570-06-9960

4/17 (日) 仙台フィルハーモニー管弦楽団 東京特別演奏会 仙台フィル　022-225-3934

4/19 (火) 読売日本交響楽団第591回名曲シリーズ 読響チケットセンター　0570-00-4390

4/22(金）、23（土） 日本フィルハーモニー交響楽団第679回定期演奏会　指揮：ピエタリ・インキネン 日本フィル・サービスセンター　03-5378-5911

4/24 (日) 東京交響楽団第639回定期演奏会 TOKYO　SYMPHONY　チケットセンター　044-520-1511

4/25 (月) 東京フィルハーモニー交響楽団第879回定期演奏会 東京フィルチケットサービス　03-5353-9522

4/27(水）、28（木） ＮＨＫ交響楽団第1834回定期公演　指揮：レナード・スラットキン Ｎ響ガイド　03-5793-8161

4/29 (金･祝） 新日本フィルハーモニー交響楽団第558回定期演奏会 新日本フィル・チケットボックス　03-5610-3815

5/3(火・祝）、4（休） ウィーン少年合唱団 ジャパン・アーツぴあ　03-5774-3040

5/10 (火) ヴォフカ＆ウラディーミル・アシュケナージ　ピアノ・デュオ AMATI　03-3560-3010

5/16 (月) 東京フィルハーモニー交響楽団 第881回定期演奏会 東京フィルチケットサービス　03-5353-9522

5/18 (水) 東京都交響楽団第807回定期演奏会 都響ガイド　03-3822-0727

5/19 (木) チック・コリア＆小曽根真　ピアノ・デュオ　プレイズ・アコースティック カジモト・イープラス　0570-06-9960

5/20(金）、21（土） 日本フィルハーモニー交響楽団第680回定期演奏会　指揮：アレクサンドル・ラザレフ 日本フィル・サービスセンター　03-5378-5911

5/22 (日) 都響プロムナードコンサート　No.368 都響ガイド　03-3822-0727

5/23 (月) 佐渡裕指揮　トーンキュンストラー管弦楽団 チケットスペース　03-3234-9999 

5/24 (火) 読売日本交響楽団第558回定期演奏会 読響チケットセンター　0570-00-4390

5/25(水）、26（木） ＮＨＫ交響楽団第1837回定期公演　指揮：ネーメ・ヤルヴィ Ｎ響ガイド　03-5793-8161

5/28 (土) 東京交響楽団第640回定期演奏会 TOKYO　SYMPHONY　チケットセンター　044-520-1511

5/29 (日) 日本フィルハーモニー交響楽団第371回名曲コンサート　指揮：小林研一郎 日本フィル・サービスセンター　03-5378-5911

5/30(月）、6/2（木） サンクトペテルブルグ・フィルハーモニー交響楽団　指揮：ユーリ･テミルカーノフ ジャパン・アーツぴあ　03-5774-3040

5/31 (火) 読売日本交響楽団第592回名曲シリーズ 読響チケットセンター　0570-00-4390

6/3(金）、6/5（日） ヤニック・ネゼ=セガン指揮　フィラデルフィア管弦楽団 カジモト・イープラス　0570-06-9960

6/6(月）、6/7（火） ギドン・クレーメル（ヴァイオリン） ルカ・ドゥバルグ（ピアノ)　デュオ・リサイタル　2016 ミュージックプラント　03-3466-2258

6/9 (木) 東京都交響楽団第810回定期演奏会 都響ガイド　03-3822-0727

6/10(金）、11（土） 日本フィルハーモニー交響楽団第681回定期演奏会　指揮：小泉和裕 日本フィル・サービスセンター　03-5378-5911

6/12 (日) 国立音楽大学 創立90周年 特別記念演奏会　国立音楽大学オーケストラ、合唱団 国立音楽大学 演奏課　042-535-9535

6/15(水）、16（木） 辻井伸行＆オルフェウス室内管弦楽団　“圧巻のベートーヴェン” チケットスペース　03-3234-9999 

6/17(金）、18（土） トランス＝シベリア芸術祭 in Japan 2016　Vn：ワディム・レーピン AMATI　03-3560-3010

6/21 (火) 明治学院バッハ・アカデミー 　指揮：樋口隆一 AMATI　03-3560-3010

6/22(水）、23（木） ＮＨＫ交響楽団第1840回定期公演　指揮：ウラディーミル・アシュケナージ Ｎ響ガイド　03-5793-8161



日程 公演名 問い合わせ先

6/24 (金) 読売日本交響楽団第559回定期演奏会 読響チケットセンター　0570-00-4390

6/25 (土) 日本フィルハーモニー交響楽団　コバケン・ワールド Vol.13 日本フィル・サービスセンター　03-5378-5911

6/26 (日) 東京交響楽団第641回定期演奏会 TOKYO　SYMPHONY　チケットセンター　044-520-1511

6/28 (火) バーミンガム市交響楽団　指揮：山田和樹 ジャパン・アーツぴあ　03-5774-3040

6/29 (水) 読売日本交響楽団第593回名曲シリーズ 読響チケットセンター　0570-00-4390

6/30 (木) レナード・スラットキン指揮 フランス国立リヨン管弦楽団 カジモト・イープラス　0570-06-9960

7/2 (土) ジャパン・アーツ “スペシャル・コンサート” 　Vn：千住真理子　Pf：仲道郁代、他 ジャパン・アーツぴあ　03-5774-3040

7/3 (日) 前橋汀子（Vn）　アフタヌーンコンサート カジモト・イープラス　0570-06-9960

7/4 (月) 新日本フィルハーモニー交響楽団第560回定期演奏会 新日本フィル・チケットボックス　03-5610-3815

7/6 (水) イマジン七夕コンサート2016 コンサートイマジン　03-3235-3777 

7/7 (木) 徳永二男（Vn）　楽壇生活50周年記念演奏会　指揮：広上淳一　NHK交響楽団 AMATI　03-3560-3010

7/8(金）、9（土） 日本フィルハーモニー交響楽団第682回定期演奏会　指揮：アレクサンドル・ラザレフ 日本フィル・サービスセンター　03-5378-5911

7/10 (日) ベルリンフィル12人のチェリストたち　パリ―ブエノスアイレス ノア・チケット　03-3417-7000

7/15 (金) リオール・シャンバダール指揮　ベルリン交響楽団　Pf：外山啓介 チケットスペース　03-3234-9999 

7/16 (土) 東京交響楽団第642回定期演奏会 TOKYO　SYMPHONY　チケットセンター　044-520-1511

7/18 (月) 都響プロムナードコンサートNo．369 都響ガイド　03-3822-0727 

7/19 (火) 読売日本交響楽団第594回名曲シリーズ 読響チケットセンター　0570-00-4390

7/21 (木) アントニオ・メンデス指揮スペイン国立管弦楽団 日本アーティストチケットセンター　03-5305-4545 

7/22 (金) 東京フィルハーモニー交響楽団第882回定期演奏会 東京フィルチケットサービス　03-5353-9522

7/24 (日) 都響スペシャル　「A.ギルバート　マーラー：交響曲第5番」 都響ガイド　03-3822-0727 

7/25 (月) 東京都交響楽団第812回定期演奏会 都響ガイド　03-3822-0727 

7/28 (木) 山下洋輔スペシャル・ビッグバンド　10周年記念コンサート 東京音協　03-5774-3030 

7/31 (日) 日本フィルハーモニー交響楽団第42回夏休みコンサート 日本フィル・サービスセンター　03-5378-5911

8/3 (水) 日本フィルハーモニー交響楽団第42回夏休みコンサート 日本フィル・サービスセンター　03-5378-5911

8/4 (木) 東京交響楽団第643回定期演奏会 TOKYO　SYMPHONY　チケットセンター　044-520-1511

8/7 (日) 外山啓介ピアノ・リサイタル 2016 チケットスペース　03-3234-9999 

8/9 (火) ＰＭＦオーケストラ 東京公演 　指揮：ワレリー・ゲルギエフ PMF組織委員会　011-242-2211 

8/15 (月) ハートフル　コンサート2016 　出演：黒柳徹子　指揮：尾高忠明　東京フィルハーモニー交響楽団 東京フィルチケットサービス　03-5353-9522

8/17 (水) 読売日本交響楽団第595回名曲シリーズ 読響チケットセンター　0570-00-4390

鼓童創立35周年記念コンサート　指揮：下野竜也　新日本フィルハーモニー交響楽団（8/18）、他 鼓童　0259-86-3630

8/23 (火) 読売日本交響楽団第561回定期演奏会 読響チケットセンター　0570-00-4390

9/7 (水) ユジャ・ワン　ピアノ・リサイタル カジモト・イープラス　0570-06-9960

9/8 (木) 江副記念財団45周年記念コンサート 江副記念財団　03-3592-5785 

9/10 (土) 宮田大　無伴奏チェロ・リサイタル チケットスペース　03-3234-9999 

9/14(水）、15（木） NHK交響楽団第1841回定期公演 指揮：パーヴォ・ヤルヴィ Ｎ響ガイド　03-5793-8161

9/16 (金) 読売日本交響楽団第596回名曲シリーズ 読響チケットセンター　0570-00-4390

9/17 (土) 及川浩治ピアノ・リサイタル チケットスペース　03-3234-9999 

9/20 (火) 東京都交響楽団第815回定期演奏会 都響ガイド　03-3822-0727 

9/23 (金) 東京フィルハーモニー交響楽団第884回定期演奏会 指揮：チョン・ミョンフン 東京フィルチケットサービス　03-5353-9522

9/24 (土) 東京交響楽団第644回定期演奏会 TOKYO　SYMPHONY　チケットセンター　044-520-1511

9/25 (日) 都響プロムナードコンサートＮｏ．370 都響ガイド　03-3822-0727 

8/18（木）､19（金）､20（土）



日程 公演名 問い合わせ先

9/26 (月) 読売日本交響楽団第562回定期演奏会 読響チケットセンター　0570-00-4390

9/27 (火) 日本フィルハーモニー交響楽団 ピエタリ・インキネン首席指揮者就任披露公演 日本フィル・サービスセンター　03-5378-5911

10/13 (木) ウィリアム・クリスティ（指揮）＆レザール・フロリサン アスペン　03-5467-0081

10/14 (金) 読売日本交響楽団第597回名曲シリーズ 読響チケットセンター　0570-00-4390

10/15 (土) 東京交響楽団第645回定期演奏会 TOKYO　SYMPHONY　チケットセンター　044-520-1511

10/17 (月) ル･ポン国際音楽祭　東京公演　Vn：樫本大進、他 ジャパン・アーツぴあ　03-5774-3040

10/19 (水) 読売日本交響楽団第563回定期演奏会 読響チケットセンター　0570-00-4390

10/20 (木) 東京フィルハーモニー交響楽団第887回定期演奏会 東京フィルチケットサービス　03-5353-9522

10/21(金）、22（土） 日本フィルハーモニー交響楽団第684回定期演奏会 日本フィル・サービスセンター　03-5378-5911

10/25 (火) 神尾真由子＆ミロスラフ・クルティシェフ　デュオ・リサイタル アスペン　03-5467-0081

10/26(水）、27（木） NHK交響楽団第1846回定期公演 Ｎ響ガイド　03-5793-8161

10/31 (月) マレイ・ペライア　ピアノ・リサイタル ジャパン・アーツぴあ　03-5774-3040

11/3 (木) 都響プロムナードコンサート No.371 都響ガイド　03-3822-0727 

11/3 (木) ヘルベルト・ブロムシュテット指揮バンベルク交響楽団 カジモト・イープラス　0570-06-9960

11/5 (土) 東京交響楽団第646回定期演奏会 TOKYO　SYMPHONY　チケットセンター　044-520-1511

11/7 (月) 柴田南雄生誕100年 没後20年記念演奏会　山田和樹指揮　日本フィル　東京混声合唱団、他 東京コンサーツ　03-3200-9755 

11/9(水）、10（木） NHK交響楽団第1847回定期公演 Ｎ響ガイド　03-5793-8161

11/13 (日) 日本フィルハーモニー交響楽団 コバケン・ワールド Vol.14 日本フィル・サービスセンター　03-5378-5911

11/19 (土) 東京都交響楽団第817回定期演奏会 都響ガイド　03-3822-0727 

11/21 (月) マイケル・ティルソン=トーマス指揮サンフランシスコ交響楽団 AMATI　03-3560-3010

11/24 (木) 読売日本交響楽団第564回定期演奏会 読響チケットセンター　0570-00-4390

11/25(金）、26（土） 日本フィルハーモニー交響楽団第685回定期演奏会 日本フィル・サービスセンター　03-5378-5911

11/27(日）、28（月） バイエルン放送交響楽団　指揮：マリス・ヤンソンス ジャパン・アーツぴあ　03-5774-3040

11/30(水）、12/1（木） ＮＨＫ交響楽団第1850回定期公演 Ｎ響ガイド　03-5793-8161

12/2 (金) 読売日本交響楽団第598回名曲シリーズ 読響チケットセンター　0570-00-4390

12/3 (土) 東京交響楽団第647回定期演奏会 TOKYO　SYMPHONY　チケットセンター　044-520-1511

12/4 (日) ラン・ラン ピアノ・リサイタル カジモト・イープラス　0570-06-9960

12/4 (日) ホセ・カレーラス　テノール・リサイタル2016 ビザビジョン　03-5778-3403 

12/9(金）、10（土） 日本フィルハーモニー交響楽団第686回定期演奏会 日本フィル・サービスセンター　03-5378-5911

12/10 (土) イーヴォ・ポゴレリッチ ピアノ・リサイタル カジモト・イープラス　0570-06-9960

12/11 (日) 中村紘子　ピアノ・リサイタル ジャパン・アーツぴあ　03-5774-3040

12/13 (火) 読売日本交響楽団第565回定期演奏会 読響チケットセンター　0570-00-4390

12/14 (水) 東京都交響楽団第821回定期演奏会 都響ガイド　03-3822-0727 

12/18（日）、22（木） 日本フィルハーモニー交響楽団 第九特別演奏会 日本フィル・サービスセンター　03-5378-5911

12/20 (火) 読売日本交響楽団 〈第九〉特別演奏会 読響チケットセンター　0570-00-4390

12/21 (水) 読売日本交響楽団第599回名曲シリーズ 読響チケットセンター　0570-00-4390

12/26 (月) 都響スペシャル「第九」 都響ガイド　03-3822-0727 

12/28(水）、29（木） 東京交響楽団特別演奏会「第九と四季」 TOKYO　SYMPHONY　チケットセンター　044-520-1511
＊日程･内容等は変更となる場合があります。


