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略語表    　　　　　　　　　　　　　　　　
S＝ソプラノ Hrn＝ホルン
M-s＝メゾソプラノ Trp＝トランペット
A＝アルト Trb＝トロンボーン
Ct＝カウンターテナー Tub＝チューバ
T＝テノール Mand＝マンドリン
Br＝バリトン Mrmb＝マリンバ
Bs＝バス Perc＝打楽器
Vo＝ヴォーカル Vn＝ヴァイオリン
Cemb＝チェンバロ Va＝ヴィオラ
Org＝オルガン Vc＝チェロ
Pf＝ピアノ DB＝コントラバス
Fl＝フルート Hrp＝ハープ
Ob＝オーボエ Guit＝ギター
Cl＝クラリネット Fg＝ファゴット
Cho＝合唱 Sax＝サクソフォーン

サントリーホール
オルガン プロムナード  コンサート
のお知らせ

ランチタイム（12:15〜12:45）に
無料のオルガンコンサートを開催しています。
お昼のひととき、お気軽にお立寄りください。
開催日：10月12日（木）

11月 2 日（木）
12月21日（木）

同日、コンサートの前後にバックステージツアーを開催。
応募詳細はホームページ（http://suntory.jp/HALL/）
またはチケットセンター（TEL. 0570-55-0017）まで。

●　  印のある公演のチケットは、サントリーホール
　チケットセンターで取り扱っています。
　営業時間 10:00〜18:00
　　TEL  0570-55-0017
　チケット窓口営業時間 10:00〜18:00
（18:00以降に開演の公演がある場合は、開演時間迄営業。

休館日は休業）
●休館中（2017年2月6日～8月31日）、チケットセンター
　の営業日が変わります。
　月〜金 10:00〜18:00
　土日祝は休業。但し、主催公演の発売初日（7月9、17日）は
　営業。
　チケット窓口　2月1日〜8月31日は休業いたします。

●曲目、出演者、開演時間等に変更のある場合もございます。
予めご了承ください。

●一部売り切れの公演もございます。
●乳幼児等就学前のお子様の同伴･入場は特別な公演を除き

ご遠慮いただいておりますのでご注意願います。

●　  印の公演は、「サントリーホール佐治敬三ジュニア
　プログラムシート」対象公演です（小･中学生対象）。
　1公演につき2名1組で3組、計6名様をご招待します。詳し
　くは、サントリーホールのホームページをご覧ください。
●　  印の公演は、「サントリーホール  ENJOY!  MUSIC
　プログラム」の一環として開催されます。
● 色文字の公演は、サントリーホール及びサントリー芸術財

団の主催公演です。10

●公演についての詳しい情報は、サントリーホール
　のホームページ（http://suntory.jp/HALL/）を
　ご覧ください。

10月公演最新情報はこちら

印の公演は、サントリーホール フェスティバル対象公演です。

世界の一流アーティストが奏でる音を、感じて下さい。

●アークヒルズ音楽週間 10月7日(土)～14日(土)  ※詳細は後日HPに掲載

サントリーホール  フェスティバル
10〜11月

〈表紙について〉
シャンデリア、光のシンフォニー「響」。大ホール客席につ
ながるホワイエの天井に燦然と輝く巨大なシャンデリア
は、世界的な照明デザイナーの石井幹子氏によって作られ
ました。幅3.8ｍ、奥行3.3ｍ、高さ2.4ｍの30面体で、フレー
ムの間には蒸留されたアルコールの滴をイメージした
6630個のオーストリア・スワロフスキー製のクリスタル
ガラスが使われています。

第20回 AOKIグループ
ハーモニーコンサート
出演/大友直人(指揮)、新日本フィルハーモニー交響楽団
開演/19:00　入場/招待のみ
問/第20回AOKIグループ ハーモニーコンサート事務局　

045-941-1388

●ブルーローズ（小ホール）

YOUR STAGE 2017
出演/島村楽器音楽教室生徒
開演/10:00・14:00・18:00　料金/自由1,030 （当日1,340）
問/島村楽器 音教企画課　03-3613-4116

中国十大テノールによる アリアとカンツォーネ
特別ゲスト ソプラノ 森麻季
出演/ダイユーキャン、サイソウホウ、ハンポン、リィイアンジェ (T)、

チンユウ(Pf)、他
曲目/プッチーニ：オペラ 『トゥーランドット』から

「誰も寝てはならぬ」、他
開演/14:00　料金/SS7,000〜P2,000
問/崔宗宝音楽事務所　046-400-8737

●ブルーローズ（小ホール）

Ｋ音楽教室発表会
出演/K音楽教室生徒
開演/9:15　入場/関係者のみ 
問/K音楽教室　03-3531-8930

東京フィルハーモニー交響楽団
第898回定期演奏会
出演/ミハイル・プレトニョフ(指揮)
曲目/ボロディン：交響詩 『中央アジアの草原にて』

リムスキー =コルサコフ：オペラ 『皇帝サルタンの物語』組曲、他
開演/19:00　料金/SS15,000〜C5,500 （7/31発売）
問/東京フィルチケットサービス　03-5353-9522

●ブルーローズ（小ホール）

第25回三ツ星ベルトミュージックサロン
開演/13:30　入場/無料 ※要整理券 （申込抽選制）
問/三ツ星ベルト 東京本社 総務統括部　03-5202-2500

（ 公 演 予 定 ）

指揮者 宮城敬雄デビュー 20周年記念
ブラームス国際コンクール優勝者ガラコンサート

“ブラームスの夕べ”
出演/パウロ・クロプフィッチュ (Vn)、東京ニューシティ管弦楽団
曲目/ブラームス：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.77

ブラームス：交響曲第4番 ホ短調 op.98、他
開演/19:00　料金/S6,500〜P2,500
問/日欧芸術文化振興会　03-3443-1524 

●ブルーローズ（小ホール）

篠﨑史子ハープの個展XIV
〜ハープの個展45周年記念〜
出演/篠﨑史子、篠﨑和子(Hrp)
開演/19:00　料金/自由5,000
問/東京コンサーツ　03-3200-9755

東京都交響楽団第841回定期演奏会
出演/小泉和裕(指揮)、アリーナ・イブラギモヴァ (Vn)
曲目/バルトーク：ヴァイオリン協奏曲第2番 Sz112

フランク：交響曲 ニ短調
開演/19:00　料金/S7,500〜P3,500 
問/都響ガイド　0570-056-057

●ブルーローズ（小ホール）

ダイナースクラブ アーティストサポート プログラム
５周年スペシャルコンサート
開演/18:45　料金/指定2,800 （7月中旬発売）
問/CAP　03-3541-4363

ＮＨＫ交響楽団第1869回定期公演
[10月25日と同内容]

●ブルーローズ（小ホール）

Classic Bar 〜 in Blue Rose vol.5 〜
[10月25日と同内容]

Non Strings Orchestra Vol.4
出演/藤井一男(指揮)、宮村和宏(Ob)、橋本眞介、タラス・デム

チシン(Cl)、藤井香織(Fl)
曲目/モーツァルト：オーボエ協奏曲 ハ長調 K314

チャイコフスキー：交響曲第6番 ロ短調 op.74 「悲愴」、他
開演/19:00
料金/指定3,500 （当日4,000）、他
問/ 藤井　090-4367-1050

●ブルーローズ（小ホール）

第71回全日本学生音楽コンクール東京大会本選
チェロ部門 （高校/大学の部）
開演/10:00　料金/自由2,100 （9/8発売）
問/毎日新聞社事業本部内 全日本学生音楽コンクール事務局

03-3212-0804

日本フィルハーモニー交響楽団
第694回定期演奏会
開演/14:00 （13:10〜プレトーク）
[開演時間以外は10月27日と同内容]

●ブルーローズ（小ホール）

Classic Bar 〜 in Blue Rose vol.5 〜
開演/14:00
[開演時間以外は10月27日と同内容]

〈FUJI XEROX presents〉

イツァーク・パールマン
ヴァイオリン・リサイタル2017
出演/ロハン・デ・シルヴァ (Pf)
曲目/ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第9番 イ長調 op.47 「クロイツェル」

ヴァイオリン名曲集、他
開演/14:00　料金/S16,000〜C8,000
問/東京公演事務局　03-6853-8899

●ブルーローズ（小ホール）

男声合唱団シンサーンズ 2017年コンサート
出演/浅海由紀子(Pf)
開演/14:00　料金/自由1,000 （7/24発売）
問/羽田野　090-4729-1512

声楽コンサート
出演/落合美和子門下生　開演/19:00　入場/招待のみ
問/落合　090-6929-2200

サントリー芸術財団コンサート
作曲家の個展ⅠⅠ 2017
出演/杉山洋一(指揮)、児玉桃、木村かをり(Pf)、成田達輝(Vn)、

堤剛(Vc)、東京都交響楽団
曲目/一柳慧：ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲 （2017） 〈世界初演〉

湯浅譲二：オーケストラのための 「軌跡」 （2017） 〈世界初演〉、他
開演/19:00 （18:20〜プレコンサート・トーク）
料金/S4,000〜B2,000、他 （7/18発売）
問/東京コンサーツ　03-3200-9755

●ブルーローズ（小ホール）

（ 公 演 予 定 ）

（ 休 館 日 ）

東京交響楽団第654回定期演奏会
出演/ジョナサン・ノット(指揮)、石丸由佳(Org)、児玉桃(Pf)
曲目/シェーンベルク：管弦楽のための変奏曲 op.31

ラフマニノフ：パガニーニの主題による狂詩曲 op.43、他
開演/18:00　料金/S9,000〜P3,000
問/TOKYO SYMPHONY チケットセンター　044-520-1511

●ブルーローズ（小ホール）

第40回  藤の会ピアノ演奏会
出演/光武佳子、芳村小百合、滝澤清子、水上由喜子、角倉章子(Pf)、他
開演/13:30　料金/自由3,000
問/藤の会（水上）　03-6751-7207

西澤安澄ピアノリサイタル〜ダダ・ピアノ Vol.3
《自由と喜びの地中海》
開演/19:00　料金/指定5,000
問/コンサートイマジン　03-3235-3777

ＮＨＫ交響楽団第1869回定期公演
出演/クリストフ・エッシェンバッハ(指揮&Pf)
曲目/モーツァルト：ピアノ協奏曲第12番 イ長調 K414

ブラームス：交響曲第1番 ハ短調 op.68
開演/19:00　料金/S8,800〜D3,600 （7/23発売）
問/N響ガイド　03-5793-8161

●ブルーローズ（小ホール）

Classic Bar 〜 in Blue Rose vol.5 〜
出演/横山幸雄(Pf)、久保將（サントリーワインインターナショ

ナル／シニアワインアドバイザー、お話）
開演/19:00　料金/指定7,500
問/クラシック事務局　0570-012-666

新日本フィルハーモニー交響楽団
第579回定期演奏会 〈ジェイド〉
出演/上岡敏之(指揮)、清水和音(Pf)
曲目/グリーグ：ピアノ協奏曲 イ短調 op. 16

ツェムリンスキー：交響詩 「人魚姫」、他
開演/14:00　料金/S8,000〜P4,000 （7/18発売）
問/新日本フィル・チケットボックス　03-5610-3815

●ブルーローズ（小ホール）

第71回全日本学生音楽コンクール東京大会本選
ピアノ部門 （小学校の部）・（中学校の部）
開演/10:00・15:00　料金/自由2,100 （9/8発売）
問/毎日新聞社事業本部内 全日本学生音楽コンクール事務局

03-3212-0804

ルツェルン祝祭管弦楽団
出演/リッカルド・シャイー（指揮）
曲目/R.シュトラウス：交響詩 『ティル・オイレンシュピーゲルの

愉快ないたずら』 op.28、他
開演/17:00　料金/S35,000〜D18,000
問/カジモト・イープラス　0570-06-9960

●ブルーローズ（小ホール）

YOUR STAGE 2017
出演/島村楽器音楽教室生徒
開演/10:00・14:00・18:00　料金/自由1,030 （当日1,340）
問/島村楽器 音教企画課　03-3613-4116

メナヘム・プレスラー  ピアノ・リサイタル
曲目/モーツァルト：幻想曲 ハ短調 K475

ショパン：バラード第3番 変イ長調 op.47、他
開演/19:00　料金/S8,000〜B4,000
問/AMATI　03-3560-3010

●ブルーローズ（小ホール）

第71回全日本学生音楽コンクール東京大会本選
ピアノ部門 （高校の部）・バイオリン部門 （高校の部）
開演/10:00・15:00　料金/自由2,100 （9/8発売）
問/毎日新聞社事業本部内 全日本学生音楽コンクール事務局

03-3212-0804

（関係者のみの公演がございます）

●ブルーローズ（小ホール）

第71回全日本学生音楽コンクール東京大会本選
声楽部門 （高校/大学の部）
開演/10:00　料金/自由2,100 （9/8発売）
問/毎日新聞社事業本部内 全日本学生音楽コンクール事務局

03-3212-0804

福間洸太朗ピアノリサイタル
〜鳳凰がみたもの〜
曲目/リスト：オーベルマンの谷 『巡礼の年第1年スイス』から

ストラヴィンスキー /アゴスティ編：『火の鳥』、他
開演/19:00　料金/S4,500〜B2,500
問/サンライズプロモーション東京　0570-00-3337

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの公演がございます）

キャスリーン・バトル(S) プレミアム・ナイト
出演/ジョエル・マーティン(Pf)
開演/19:00　料金/S22,000〜C9,000 （7/2発売）
問/カジモト・イープラス　0570-06-9960

●ブルーローズ（小ホール）

東京室内管弦楽団 2017－2018 Autumn
平日マチネ モーツァルト・プログラム Act.3
出演/菅野宏一郎(指揮)、吉田雅信(Fl)、梅津三知代(Hrp)
開演/14:30　料金/自由3,500 （7/12発売）
問/東京室内管弦楽団　03-6459-0512

クァルテット・エクセルシオ
弦楽四重奏の旅 ＃5 —北の国から—
開演/19:00　料金/自由3,500、他
問/ミリオンコンサート協会　03-3501-5638

〈三井住友海上プライマリー生命 Presents〉

チェコ・フィルハーモニー管弦楽団
出演/ぺトル・アルトリヒテル(指揮)、アリス=紗良・オット(Pf)
曲目/ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第5番 「皇帝」 op.73

ドヴォルザーク：交響曲第8番 op.88  B163、他
開演/19:00　料金/S20,000〜C10,000
問/ジャパン・アーツぴあ　03-5774-3040

●ブルーローズ（小ホール）

YOUR STAGE 2017
出演/島村楽器音楽教室生徒
開演/14:00・18:00　料金/自由1,030 （当日1,340）
問/島村楽器 音教企画課　03-3613-4116

サントリーホールのオルガン・カフェ＃４
出演/勝山雅世(Org)、前田啓太、綱川淳美(Perc)、

川平慈英(ナビゲーター )
開演/13:30　料金/指定2,000､他 （7/17発売）
問/サントリーホール　0570-55-0017

ヨーヨー・マ（Vc） キャサリン・ストット（Pf）
曲目/プロコフィエフ：チェロ・ソナタ ハ長調 op.119

ラフマニノフ：チェロ・ソナタ ト短調 op.19、他
開演/18:00　料金/S20,000〜D6,000
問/ミュージックプラント　03-3466-2258

●ブルーローズ（小ホール）

第71回全日本学生音楽コンクール東京大会本選
バイオリン部門 （小学校の部）・（中学校の部）
開演/10:00・15:00　料金/自由2,100 （9/8発売）
問/毎日新聞社事業本部内 全日本学生音楽コンクール事務局

03-3212-0804

日本フィルハーモニー交響楽団
第694回定期演奏会
出演/アレクサンドル・ラザレフ(指揮)
曲目/グラズノフ：交響曲第4番 変ホ長調 op.48

ショスタコーヴィチ：交響曲第1番 ヘ短調 op.10
開演/19:00　料金/S8,000〜P4,000、他
問/日本フィル・サービスセンター 03-5378-5911

●ブルーローズ（小ホール）

Classic Bar 〜 in Blue Rose vol.5 〜
出演/福川伸陽(Hrn)、田村響(Pf)、久保將（サントリーワイン

インターナショナル／シニアワインアドバイザー、お話）
開演/19:00　料金/指定7,500
問/クラシック事務局　0570-012-666

イーヴォ・ポゴレリッチ  ピアノ・リサイタル
曲目/ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第23番 ヘ短調 op.57 「熱情」

ラヴェル：ラ・ヴァルス、他
開演/19:00　料金/S13,000〜C5,000、他
問/カジモト・イープラス　0570-06-9960

●ブルーローズ（小ホール）

田上紳フルートリサイタル
出演/岡部公子(Pf)
開演/19:00　料金/自由5,000
問/聖音楽教室　03-3395-3387

JAF会員のための音楽会 「音楽日和」2017
（JAF会員限定）
出演/飯森範親(指揮)、上原彩子(Pf)、東京交響楽団
曲目/ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 op.18

チャイコフスキー：三大バレエ音楽から、他
開演/19:00　料金/S3,000〜B1,000 （JAF会員のみ購入可）
問/JAF 総合案内サービスセンター　0570-00-2811

●ブルーローズ（小ホール）

YOUR STAGE 2017
出演/島村楽器音楽教室生徒
開演/10:00・14:00・18:00　料金/自由1,030 （当日1,340）
問/島村楽器 音教企画課　03-3613-4116

林英哲（和太鼓）
独奏35周年メモリアル・コンサート

「あしたの太鼓打ちへ」
出演/英哲風雲の会(和太鼓)、新垣隆(Pf)
開演/18:30　料金/S8,000、A6,000 （7/8発売）
問/東京音協　03-5774-3030

●ブルーローズ（小ホール）

第71回全日本学生音楽コンクール東京大会本選
フルート部門 （中学校/高校の部）
開演/13:00　料金/自由2,100 （9/8発売）
問/毎日新聞社事業本部内 全日本学生音楽コンクール事務局

03-3212-0804

ルツェルン祝祭管弦楽団
出演/リッカルド・シャイー（指揮）
曲目/ベートーヴェン：交響曲第8番 ヘ長調 op.93

ストラヴィンスキー：バレエ 『春の祭典』、他
開演/19:00　料金/S35,000〜D18,000
問/カジモト・イープラス　0570-06-9960

●ブルーローズ（小ホール）

YOUR STAGE 2017
出演/島村楽器音楽教室生徒
開演/10:00・14:00・18:00　料金/自由1,030 （当日1,340）
問/島村楽器 音教企画課　03-3613-4116

〈三井住友海上プライマリー生命 Presents〉

チェコ・フィルハーモニー管弦楽団
出演/ぺトル・アルトリヒテル(指揮)、ジャン=ギアン・ケラス(Vc)
曲目/ドヴォルザーク：チェロ協奏曲 op.104  B191

ブラームス：交響曲第4番 op.98、他
開演/19:00　料金/S20,000〜C10,000
問/ジャパン・アーツぴあ　03-5774-3040

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの使用がございます）

樋口隆一 指揮
明治学院バッハ・アカデミー（Cho & Orch）
ベートーヴェン：ミサ・ソレムニス
出演/鷲尾麻衣(S)、寺谷千枝子(M-s)、ジョン・エルウィス(T)、

河野克典(Br)
開演/18:00　料金/S6,000〜B3,000、他 
問/AMATI　03-3560-3010

●ブルーローズ（小ホール）

YOUR STAGE 2017
出演/島村楽器音楽教室生徒
開演/10:00・14:00・18:00　料金/自由1,030 （当日1,340）
問/島村楽器 音教企画課　03-3613-4116

高嶋ちさ子（Vn）
12人のヴァイオリニスト コンサート2017
出演/村松亜紀(Pf)
開演/14:00　料金/指定6,500 （当日7,000）
問/キョードー東京　0570-550-799

●ブルーローズ（小ホール）

YOUR STAGE 2017
出演/島村楽器音楽教室生徒
開演/10:00・14:00・18:00　料金/自由1,030 （当日1,340）
問/島村楽器 音教企画課　03-3613-4116

サントリーホール オルガン プロムナード コンサート
出演/サムエル・クンマー & イレナ・クンマー (Org)
12:15〜12:45　入場/無料
問/サントリーホール　0570-55-0017

〈セキスイハイム presents〉

辻井伸行（Pf）  ウラディーミル・ユロフスキ指揮
ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 日本ツアー 2017
曲目/チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1番

チャイコフスキー：交響曲第5番、他
開演/19:00　料金/S24,000〜D8,000
問/チケットスペース　03-3234-9999

●ブルーローズ（小ホール）

ローズ・シェン ヴァイオリンリサイタル
出演/岩崎淑(Pf)
開演/19:00　料金/自由3,000 （7/25発売）
問/プロ アルテ ムジケ　03-3943-6677

日本フィルハーモニー交響楽団
第373回名曲コンサート
出演/アレクサンドル・ラザレフ(指揮)、ボリス・ベルキン(Vn)
曲目/ショスタコーヴィチ：ヴァイオリン協奏曲第1番 イ短調 op.77

チャイコフスキー：交響曲第6番 ロ短調 op.74 「悲愴」
開演/14:00　料金/S8,000〜P4,000、他
問/日本フィル・サービスセンター　03-5378-5911

マティアス・ゲルネ（Br）＆ クリストフ・エッシェンバッハ（Pf）
曲目/シューベルト：歌曲集 『冬の旅』 op.89  D911
開演/19:00　料金/S12,000〜B4,000
問/AMATI　03-3560-3010

●ブルーローズ（小ホール）

宮地楽器創業100周年記念コンサート
出演/矢嶋景子、安田朋子、畠山由衣、多田有伽(Pf)、他
開演/13:00　料金/自由3,500
問/ 宮地楽器 教室企画管理課　042-383-5551
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略語表    　　　　　　　　　　　　　　　　
S＝ソプラノ Hrn＝ホルン
M-s＝メゾソプラノ Trp＝トランペット
A＝アルト Trb＝トロンボーン
Ct＝カウンターテナー Tub＝チューバ
T＝テノール Mand＝マンドリン
Br＝バリトン Mrmb＝マリンバ
Bs＝バス Perc＝打楽器
Vo＝ヴォーカル Vn＝ヴァイオリン
Cemb＝チェンバロ Va＝ヴィオラ
Org＝オルガン Vc＝チェロ
Pf＝ピアノ DB＝コントラバス
Fl＝フルート Hrp＝ハープ
Ob＝オーボエ Guit＝ギター
Cl＝クラリネット Fg＝ファゴット
Cho＝合唱 Sax＝サクソフォーン

サントリーホール
オルガン プロムナード  コンサート
のお知らせ

ランチタイム（12:15〜12:45）に
無料のオルガンコンサートを開催しています。
お昼のひととき、お気軽にお立寄りください。
開催日：11月 2 日（木）

12月21日（木）
1 月25日（木）

同日、コンサートの前後にバックステージツアーを開催。
応募詳細はホームページ（http://suntory.jp/HALL/）
またはチケットセンター（TEL. 0570-55-0017）まで。

●　  印のある公演のチケットは、サントリーホール
　チケットセンターで取り扱っています。
　営業時間 10:00〜18:00
　　TEL  0570-55-0017
　チケット窓口営業時間 10:00〜18:00
（18:00以降に開演の公演がある場合は、開演時間迄営業。

休館日は休業）
●休館中（2017年2月6日～8月31日）、チケットセンター
　の営業日が変わります。
　月〜金 10:00〜18:00
　土日祝は休業。但し、主催公演の発売初日（7月9、17日）は
　営業。
　チケット窓口　2月1日〜8月31日は休業いたします。

●曲目、出演者、開演時間等に変更のある場合もございます。
予めご了承ください。

●一部売り切れの公演もございます。
●乳幼児等就学前のお子様の同伴･入場は特別な公演を除き

ご遠慮いただいておりますのでご注意願います。

●　  印の公演は、「サントリーホール佐治敬三ジュニア
　プログラムシート」対象公演です（小･中学生対象）。
　1公演につき2名1組で3組、計6名様をご招待します。詳し
　くは、サントリーホールのホームページをご覧ください。
●　  印の公演は、「サントリーホール  ENJOY!  MUSIC
　プログラム」の一環として開催されます。
● 色文字の公演は、サントリーホール及びサントリー芸術財

団の主催公演です。

11

●公演についての詳しい情報は、サントリーホール
　のホームページ（http://suntory.jp/HALL/）を
　ご覧ください。

11月公演最新情報はこちら

印の公演は、サントリーホール フェスティバル対象公演です。

世界の一流アーティストが奏でる音を、感じて下さい。

サントリーホール  フェスティバル
10〜11月

KDDIスペシャル
アンドリス・ネルソンス指揮ボストン交響楽団
曲目/ハイドン：交響曲第103番 変ホ長調 「太鼓連打」

マーラー：交響曲第1番 ニ長調 「巨人」
開演/19:00　料金/S32,000〜D12,000 
問/サントリーホール　0570-55-0017

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの使用がございます）

ロシア国立交響楽団《シンフォニック・カペレ》
チャイコフスキー交響曲4・5・6番一挙演奏！
出演/ヴァレリー・ポリャンスキー (指揮)
開演/13:00　料金/S15,000〜P8,000
問/テンポプリモ　03-5810-7772

●ブルーローズ（小ホール）

アントニオバンド スペシャルコンサート2017
出演/アントニオ(Vo & Gt)、Miwako(Sax & Fl)、他
開演/13:30　料金/自由4,000 （当日4,500）、他 
問/アントニオ  090-4399-1223

武井欲生古琴演奏会 「月のおもひ」
出演/王明君(洞簫)、菅原久仁義(尺八) 、東京聴風琴社(古琴)
開演/19:00　料金/自由5,000
問/日本古琴振興会　03-6417-3434

（ 休 館 日 ）

カティア・ブニアティシヴィリ
ピアノ・リサイタル
曲目/ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第23番 ヘ短調 op.57 「熱情」

ストラヴィンスキー：『火の鳥』から 「3つの踊り」 （アゴスティ編曲）、他
開演/19:00　料金/S7,000〜B3,000
問/ミュージックプラント　03-3466-2258

●ブルーローズ（小ホール）

KDDIスペシャル
ボストン交響楽団首席奏者による
マスタークラス《フルート》
講師：エリザベス・ロウ(ボストン交響楽団首席フルート奏者)
開始/19:00　聴講/自由1,000 （7/28発売）
問/サントリーホールチケットセンター　0570-55-0017

平成29年度港区立小学校音楽鑑賞教室
出演/東京交響楽団
開演/10:20　料金/指定500 （10月中旬発売）
問/Kissポートチケットセンター　03-5413-7021

（関係者のみの公演がございます）

〈FUJI XEROX presents〉

イツァーク・パールマン 
ヴァイオリン・リサイタル2017
出演/ロハン・デ・シルヴァ (Pf)
曲目/ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第9番 イ長調 op.47 「クロイツェル」

ヴァイオリン名曲集、他
開演/19:00　料金/S16,000〜C8,000
問/東京公演事務局　03-6853-8899
●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの使用がございます）

（ 公 演 予 定 ）

〈富士電機スーパーコンサート〉

ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団
出演/ダニエレ・ガッティ (指揮)、タチアナ・ヴァシリエヴァ (Vc)、

ユリア・クライター (S)
曲目/ハイドン：チェロ協奏曲第1番 ハ長調 Hob.VIIb-1

マーラー：交響曲第4番 ト長調
開演/19:00　料金/S32,000〜D13,000、他
問/カジモト・イープラス　0570-06-9960

〈 TDKオーケストラコンサート2017〉

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団来日公演
指揮：サイモン・ラトル
曲目/チン・ウンスク：新作〈ベルリン・フィル委嘱作品〉

ラフマニノフ：交響曲第3番 イ短調 op.44、他
開演/14:00　料金/S42,000〜E17,000 
問/クラシック事務局　0570-012-666

●ブルーローズ（小ホール）

アリババと15人の盗賊（Cho） 
第29回リサイタル

［11月23日と同内容］

新日本フィルハーモニー交響楽団
第581回定期演奏会 〈ジェイド〉
出演/デニス・ラッセル・デイヴィス(指揮)、松居直美(Org)
曲目/プーランク：オルガン、弦楽とティンパニのための協奏曲 ト短調 FP93

プロコフィエフ：交響曲第6番 変ホ短調 op.111、他
開演/19:00　料金/S8,000 〜 P4,000 （7/18発売）
問/新日本フィル・チケットボックス  03-5610-3815

●ブルーローズ（小ホール）

レインボウ21
サントリーホール デビューコンサート スペシャル
ホール×学生協働プロジェクト
出演/音楽大学在学生・卒業生
開演/19:00　料金/自由2,000 （9/29発売）
問/サントリーホール 0570-55-0017

日本フィルハーモニー交響楽団
第695回定期演奏会

［開演時間以外11月17日と同内容］
開演/14:00 （13:10〜プレトーク）

〈CREDIT SAISON PRESENTS〉
ホセ・カレーラス テノール・リサイタル 2017
Intima 〜いとしいひと〜
出演/ロレンツォ・バヴァーイ(Pf)
開演/19:00　料金/S35,000〜P15,000 
問/ビザビジョン　03-5778-3403

●ブルーローズ（小ホール）

第42回外山亘子ソプラノリサイタル
出演/永岡信幸(Pf) 
開演/14:30　料金/自由4,000、他 （9月下旬発売）
問/オフィス テラ　043-432-2003

ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団
出演/ヘルベルト・ブロムシュテット(指揮)、レオニダス・カヴァコス(Vn)
曲目/ブラームス：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.77

シューベルト：交響曲第8番 ハ長調 D944 「ザ・グレイト」
開演/15:00　料金/S32,000〜D13,000、他
問/カジモト・イープラス　0570-06-9960
●ブルーローズ（小ホール）

HAPPY WOMAN BUNKASAI
【音祭】OTOMATSURI 〜 MUSIC BLOSSOM 〜
出演/熊本マリ(Pf)、秋竹朋子(Vo)、玉川学園ハンドベルクワイア、他
開演/13:30　料金/自由4,000 （発売日未定）
問/北方　080-5476-0352

小松英典バリトンリサイタル vol.11
〜芳村真理様をお迎えして〜
出演/田中悠一郎(ピアノ)
開演/19:00　料金/指定6,000 （発売日未定）
問/ドイツ歌曲普及協会　090-3042-7818

〈富士電機スーパーコンサート〉

ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団
出演/ダニエレ・ガッティ (指揮)、

フランク・ペーター・ツィンマーマン(Vn)
曲目/ベートーヴェン：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.61

ブラームス：交響曲第1番 ハ短調 op.68
開演/19:00　料金/S32,000〜D13,000、他
問/カジモト・イープラス　0570-06-9960

●ブルーローズ（小ホール）

YAMATO String Quartet 2017 
定期公演　東京公演
開演/19:00　料金/S4,000、A3,500
問/リリー　03-5379-4377

NHK交響楽団第1872回定期公演
出演/トゥガン・ソヒエフ(指揮)
曲目/プロコフィエフ：組曲 「キージェ中尉」 op.60

プロコフィエフ：交響曲第7番 嬰ハ短調 op.131 「青春」、他
開演/19:00　料金/S8,800〜D3,600 （7/23発売）
問/N響ガイド　03-5793-8161

●ブルーローズ（小ホール）

吉川隆弘ピアノリサイタル
開演/19:00　料金/S5,000、A4,000 （8/20発売）
問/イプシロン・インターナショナル　03-6421-8131

ウラディーミル・フェドセーエフ指揮
チャイコフスキー・シンフォニー・オーケストラ
出演/三浦文彰(Vn)
曲目/チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.35

ラフマニノフ：交響曲第2番 ホ短調 op.27
開演/19:00　料金/S17,000〜D4,000
問/AMATI　03-3560-3010

●ブルーローズ（小ホール）

ヴィオラ ファイト・ヘルテンシュタイン 
室内楽演奏会
出演/ハンナ・リー、小早川麻美子(Va)、ベンジャミン・グレ

ゴール=スミス(Vc)、ペイヤオ・ワン(Pf)
開演/19:00　料金/指定4,000、他
問/ロイヤルアートアンドミュージック　090-4054-8180

サントリーホール オルガン プロムナード コンサート
出演/坂戸真美(Org)
12:15〜12:45　入場無料
問/サントリーホール　0570-55-0017

（関係者のみの公演がございます）

NHK交響楽団第1872回定期公演
［11/22と同内容］

●ブルーローズ（小ホール）

アリババと15人の盗賊（Cho） 
第29回リサイタル
開演/14:00　料金/自由2,000 （9月上旬発売）
問/浜　03-5930-2203

シューベルティアーデ　光と影
出演/清水高師、鈴木舞(Vn)、實川風(Pf)、他
開演/19:00　料金/自由3,000 （7/6発売）
問/日本芸術教育協会　03-3265-7648

KDDIスペシャル
ボストン交響楽団 青少年プログラム
開始/未定 （※学校単位の募集）
問/サントリーホール企画制作部　03-3505-1010

KDDIスペシャル
アンドリス・ネルソンス指揮ボストン交響楽団
出演/エリザベス・ロウ(Fl)、ジェシカ・ジョウ(Hrp)
曲目/モーツァルト：フルートとハープのための協奏曲 ハ長調

ラフマニノフ：交響曲第2番 ホ短調
開演/19:00　料金/S32,000〜D12,000 
問/サントリーホール　0570-55-0017

読売日本交響楽団
第572回定期演奏会
出演/シルヴァン・カンブルラン(指揮)、エメーケ・バラート(天使)、

ヴァンサン・ル・テクシエ(聖フランチェスコ)、他
曲目/メシアン：オペラ 「アッシジの聖フランチェスコ」 

（演奏会形式） 〈全曲日本初演〉
開演/14:00　料金/S14,000〜C9,000
問/読響チケットセンター　0570-00-4390

●ブルーローズ（小ホール）

日本チェロ協会20周年記念イベント
出演/宮田大、長谷川陽子、山崎伸子(Vc)、他
開演/未定　料金/未定
問/日本チェロ協会　03-3505-1991

〈 TDKオーケストラコンサート2017〉

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団来日公演
指揮：サイモン・ラトル
出演/ラン・ラン(Pf)
曲目/バルトーク：ピアノ協奏曲第2番 ト長調 Sz95

ブラームス：交響曲第4番 ホ短調 op.98、他
開演/19:00　料金/S45,000〜E20,000
問/クラシック事務局　0570-012-666

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの使用がございます）

東京交響楽団第655回定期演奏会
出演/ユベール・スダーン(指揮)、フランク・ブラレイ(Pf)
曲目/ダンディ：フランスの山人の歌による交響曲 op. 25

ドヴォルザーク：交響曲第9番 ホ短調 op. 95 「新世界より」、他
開演/19:00　料金/S8,000〜P2,500 （12/6発売）
問/TOKYO SYMPHONY チケットセンター　044-520-1511

●ブルーローズ（小ホール）

吉岡しげ美(Vo＆Pf)
音楽詩活動40周年記念コンサート
開演/19:00　料金/指定6,000 （当日6,500） （7/7発売）
問/HAPPY BOX　03-5276-9388

日本フィルハーモニー交響楽団
第695回定期演奏会
出演/ピエタリ・インキネン(指揮)
曲目/ラウタヴァーラ：In the Beginning 〈アジア初演〉

ブルックナー：交響曲第5番 変ロ長調
開演/19:00　料金/S8,000〜P4,000、他
問/日本フィル・サービスセンター　03-5378-5911

●ブルーローズ（小ホール）

黄檗売茶流  煎茶会 「曇
ど ん げ ほ う

華峰」
出演/中澤弘幸(黄檗売茶流 家元)、中井霜仙(席主)、他
開演/12:00・13:15・14:30・15:45・17:00・18:15
料金/お茶券20,000 ※要事前申込 （9/17発売）
問合せ/黄檗売茶流 東京支部 （中井）　090-8232-4623

ディアナ・ダムラウ(S)＆
ニコラ・テステ(Bs-Br)
オペラ・アリア・コンサート
出演/パーヴェル・バレフ(指揮)、東京フィルハーモニー交響楽団
曲目/ベッリーニ：オペラ 『清教徒』から

ロッシーニ：オペラ 『セビリャの理髪師』から、他
開演/19:00　料金/S18,000〜C8,000
問/ジャパン・アーツぴあ　03-5774-3040

●ブルーローズ（小ホール）

弓張美季ピアノリサイタル
開演/19:00　料金/自由4,000 （当日4,500） （8/10発売）
問/パシフィック・コンサート・マネージメント　03-3552-3831

〈バークレイズ証券株式会社 特別協賛〉
東京交響楽団＆サントリーホール「こども定期演奏会」
2017年シーズン 楽器ア・ラ・カルト
第62回 「メインディッシュはピアノとともに」
出演/下野竜也(指揮)、小山実稚恵(Pf)、こどもピアニスト、坪井直樹(司会)
開演/11:00　料金/指定 (1回券)3,500、年間会員券12,000
問/サントリーホール　0570-55-0017

信州大学交響楽団 第100回記念定期演奏会
開演/18:30　料金/指定1,000 （当日1,200）、他
問/村上　080-8434-4733 
●ブルーローズ（小ホール）

男声合唱団 マロトタミーズ 第21回リサイタル
開演/13:30　入場/関係者のみ　問/普賢寺　03-3721-4515

ポコ・ア・ポーコの会 秋のヴォーカルコンサートⅠ
出演/藤井比呂恵、土野敏子、小池美江子、関森温子(S)、佐原ハーモニー(Cho)
[開演・料金・問は11月12日と同内容]

KDDIスペシャル
ボストン交響楽団 無料公開リハーサル
開演/10:30 （予定）　入場無料 （要事前申込）
※応募方法は8月以降発表

KDDIスペシャル
アンドリス・ネルソンス指揮ボストン交響楽団
出演/ギル・シャハム(Vn)
曲目/チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調

ショスタコーヴィチ：交響曲第11番 ト短調 「1905年」
開演/19:00　料金/S32,000〜D12,000 
問/サントリーホール　0570-55-0017

辻井伸行(Pf)
début 10周年記念特別コンサート
出演/本名徹次(指揮)、東京フィルハーモニー交響楽団
曲目/リスト：ラ・カンパネラ

ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 op.18、他
開演/19:00　料金/S15,000〜P5,000 （発売日未定）
問/チケットスペース　03-3234-9999

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの使用がございます）

ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団
出演/ヘルベルト・ブロムシュテット(指揮)、

レオニダス・カヴァコス(Vn)
曲目/メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 op.64

ブルックナー：交響曲第7番 ホ長調 （ノーヴァク版）
開演/15:00　料金/S32,000〜D13,000、他
問/カジモト・イープラス　0570-06-9960

●ブルーローズ（小ホール）

ミックコンサート2017
出演/ミック会員　開演/13:00　料金/自由1,000
問/ミック　03-3460-0139

ポコ・ア・ポーコの会 秋のヴォーカルコンサートⅡ
出演/金子みどり、橘洋子、原田和子、関森朋子(S)、凛鈴東京(Cho)
開演/18:30　料金/自由3,500 （10/1発売）
問/平山　03-3951-1901

（リハーサル）

読売日本交響楽団第606回
名曲シリーズ

［11月19日と同内容］

●ブルーローズ（小ホール）

アリババと15人の盗賊（Cho） 
第29回リサイタル

［11月23日と同内容］

シリーズ 「20世紀より」
開演/19:00　料金/自由3,000
問/加納　03-3777-6272

都響プロムナードコンサート No.375
出演/ハンヌ・リントゥ (指揮)、ヴェロニカ・エーベルレ(Vn) 
開演/14:00　料金/S6,500〜P3,200 （7/28発売）
問/都響ガイド　0570-056-057

デビュー10周年 安達朋博ピアノリサイタル
開演/19:00　料金/S6,000〜P3,000
問/プロ アルテ ムジケ　03-3943-6677
●ブルーローズ（小ホール）

ピアニスト中島伸子 Presents Ensemble Concert 2017
出演/ Disciple(Pf)、大沢聡(オカリナ)
開演/9:30　料金/未定
問/中島伸子音楽事務所　090-9014-9141

羽毛田丈史(Pf)ソロコンサート image la plume 2017
出演/越田太郎丸(Guit)、一本茂樹(DB)、結城貴弘(Vc)
開演/17:30　料金/指定6,480 （当日6,980）
問/キョードー東京　0570-550-799
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