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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：12月21日（木）

1 月25日（木）
2 月15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、12月31日〜1月3日は休業）
●インターネットからのチケット購入は、「サントリーホール・

メンバーズ･クラブWEB」（http://suntoryhall.pia.jp/）
をご覧ください。

●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。12

●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。

12月公演最新情報はこちら

〈表紙について〉
メイン・エントランス前で金色に光るモニュメント「響」。
響きの広がりを彷彿とさせる半円を並べたこのモニュメ
ントは、サントリーホールのシンボルマークをてがけた世
界的グラフィック・デザイナー・彫刻家の五十嵐威暢氏に
よって作られました。真上から見下ろすと、シンボルマーク
｢響｣の形が浮かび上がるようになっています。

ディズニー・オン･クラシック
～まほうの夜の音楽会2017
出演/ブラッド・ケリー (指揮)、オーケストラ・ジャパン
曲目/「塔の上のラプンツェル」から、他
開演/19:00
料金/S10,300〜B7,200 
問/ハーモニージャパン　03-3409-3345

●ブルーローズ（小ホール）

オペラ・ザ・ナイト！ Vol.9
出演/前田満寿美、富原淑子、大町加津子、西川久仁子(S)、

岩井奈美(M-s)、他
開演/19:00　料金/自由3,500
問/国際芸術連盟　03-3356-4033

フィリップ・ジョルダン指揮
ウィーン交響楽団
出演/樫本大進(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

マーラー：交響曲第1番 ニ長調 「巨人」
開演/19:00
料金/S22,000〜D7,000
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）

フィリップ・ジョルダン指揮
ウィーン交響楽団
曲目/ベートーヴェン：交響曲第5番 ハ短調 op.67 「運命」

ブラームス：交響曲第1番 ハ短調 op.68
開演/14:00
料金/S20,000〜D6,000 
問/ジャパン・アーツぴあ　03-5774-3040

●ブルーローズ（小ホール）

第13回クリスマスデュオ
寺島夕紗子(S)＋服部真由子(Pf)
～歌とピアノとおしゃべりと～
開演/14:00　料金/自由4,000 （10/1発売）
問/エムーフロッグ　03-3413-2321

日本フィルハーモニー交響楽団　
第九特別演奏会2017
出演/小林研一郎(指揮)、石丸由佳(Org)、増田のり子(S)、林美智子(A)、

錦織健(T)、ジョン・ハオ(Br)、東京音楽大学(Cho)
曲目/J.S.バッハ：トッカータとフーガ ニ短調 BWV565

ベートーヴェン：交響曲第9番 ニ短調 op.125 「合唱付き」、他
開演/19:00
料金/S9,000〜C6,000、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）

第70回TIAA全日本クラシック音楽コンサート
開演/未定
料金/自由4,000 （当日4,500） （11/24発売）
問/東京国際芸術協会　03-6806-7108

〈ガーデングループPresents〉

第2回 オペラ歌手 紅白対抗歌合戦
～声魂真剣勝負～
出演/村上寿昭、田中祐子(指揮)、本田聖嗣(司会)、

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団、他
開演/18:30
料金/指定6,700　P3,500、他
問/テンポプリモ　03-3524-1221

都響スペシャル 「第九」
出演/大野和士(指揮)、林正子(S)、脇園彩(M-s)、西村悟(T)、

大沼徹(Br)、二期会合唱団
曲目/ベートーヴェン：交響曲第9番 ニ短調 op.125 「合唱付き」
開演/19:00
料金/S9,000〜P4,000 
問/都響ガイド　0570-056-057

●ブルーローズ（小ホール）

第33回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール
入賞者披露演奏会 PART.1
開演/未定
料金/自由3,000 （当日3,500） （11/24発売）
問/東京国際芸術協会　03-6806-7108

東京交響楽団特別演奏会 
「第九と四季」 2017

出演/秋山和慶(指揮&Cemb)、服部百音(Vn)、
ディミトラ・テオドッシュウ(S)、清水華澄(M-s)、
望月哲也(T)、妻屋秀和(Bs)、東響コーラス

曲目/ヴィヴァルディ：協奏曲集 『四季』から 「春」「冬」
ベートーヴェン：交響曲第9番 「合唱付き」

開演/18:30
料金/S10,000〜C4,000、他
問/TOKYO SYMPHONY チケットセンター　044-520-1511

●ブルーローズ（小ホール）

川村章仁・今井俊輔
二人のバリトンによるコンサート
出演/濱野基行、小林茉莉花(Pf)
開演/14:00　料金/自由4,500 （9/19発売）
問/テアトロ・プローヴァ　047-464-8674

〈FUJITSU  Presents  Concert〉

読売日本交響楽団 第九特別演奏会
出演/エマニュエル・クリヴィヌ(指揮)、大塚直哉(Org)、イン

ガー・ダム=イェンセン(S)、清水華澄(M-s)、ドミニク・
ヴォルティヒ(T)、妻屋秀和(Bs)、新国立劇場合唱団

曲目/J.S.バッハ：幻想曲 ト長調 BWV572
ベートーヴェン：交響曲第9番 ニ短調 op.125 「合唱付き」、他

開演/19:00
料金/S9,500〜C4,500 
問/読響チケットセンター　0570-00-4390
●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの使用がございます）

（ 休 館 日 ）

サントリーホール ジルヴェスター・コンサート 2017-2018
ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団
出演/グイド・マンクージ(指揮)、アドリアーナ・クチェローワ、

天羽明惠(S)、メルツァード・モンタゼーリ(T)、他
曲目/ロッシーニ：オペラ 『ウィリアム・テル』序曲

J.シュトラウスII：オペレッタ 『こうもり』（抜粋）、他
開演/22:00 （終演0:30予定）
料金/S12,000〜C6,000 （9/30発売）
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）

サントリーホールクリスマスコンサート2017
バッハ・コレギウム・ジャパン 『メサイア』
出演/鈴木雅明(指揮)、バッハ・コレギウム・ジャパン(Cho・管弦楽)、森麻

季(S)、テリー・ウェイ(Ct)、櫻田亮(T)、ドミニク・ヴェルナー (Bs)
開演/15:00　料金/S9,500〜P4,000、他 （9/23発売）
問/サントリーホール　0570-55-0017
●ブルーローズ（小ホール）

東京ヴィヴァルディ合奏団
第18回ファンタジックなクリスマス
出演/サラ・オレイン(Vo)、他
開演/14:00　料金/S6,000〜自由4,000
問/東京ヴィヴァルディ合奏団　03-6277-8450

ありどおろ コンサート
出演/工藤健詞(T)、小林久美恵(S)、他
開演/18:30　料金/自由3,000 （10/30発売）
問/オフィス工藤　03-3704-5859

〈かんぽ生命　presents〉

Ｎ響第九 Special Concert
出演/クリストフ・エッシェンバッハ(指揮)、勝山雅世(Org)、

市原愛(S)、加納悦子(M-s)、福井敬(T)、甲斐栄次郎(Br)、
東京オペラシンガーズ(Cho)

曲目/J.S.バッハ：トッカータ、アダージョとフーガ ハ長調 BWV564
ベートーヴェン：交響曲第9番 ニ短調 op.125 「合唱付き」、他

開演/19:00
料金/S17,500〜C8,000 （10/3発売）
問/N響ガイド　03-5793-8161

●ブルーローズ（小ホール）

第33回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール
入賞者披露演奏会 PART.2
開演/未定 
料金/自由3,000（当日3,500） （11/24発売）
問/東京国際芸術協会　03-6806-7108

〈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63回 「クリスマス・パーティー」
出演/川瀬賢太郎(指揮)、室住素子(Org)、坪井直樹(司会)
開演/11:00　料金/1回券3,500
問/サントリーホール　0570-55-0017

東京都交響楽団第845回定期演奏会
出演/ヤクブ・フルシャ (指揮)
曲目/ブラームス：交響曲第1番 ハ短調 op.68、他
開演/19:00　料金/S6,500〜P2,500 
問/都響ガイド　0570-056-057
●ブルーローズ（小ホール）

クリスマスピアノ発表会
開演/17:30　入場/関係者のみ
問/栗原　03-3723-1317

日本フィルハーモニー交響楽団
第696回定期演奏会
[開演時間以外は12月8日と同内容]
開演/14:00 （13:10〜プレトーク）

●ブルーローズ（小ホール）

Y・M・A　30周年記念コンサート
“50人のソロリサイタル”

出演/音楽研究グループ Y・M・A会員
開演/14:00　入場/招待のみ
問/Y・M・A　03-6356-6495

第九と皇帝
出演/熊谷弘(指揮)、霧生トシ子(Pf)、日下部祐子(S)、岩森美里(A)、

井ノ上了吏(T)、清水良一(Bs)、東京混声合唱団、第九を歌う会、
クラシックスフィルハーモニー交響楽団

曲目/ベートーヴェン：交響曲第9番 ニ短調 op.125 「合唱付き」、他
開演/18:50
料金/S9,500〜B6,500、他
問/シド音楽企画　03-3465-6115

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの使用がございます）

読売日本交響楽団第607回名曲シリーズ
出演/エマニュエル・クリヴィヌ(指揮)、インガー・ダム=イェンセン(S)、

清水華澄(M-s)、ドミニク・ヴォルティヒ(T)、妻屋秀和(Bs)、
新国立劇場合唱団

曲目/ベートーヴェン：交響曲第9番 ニ短調 op.125 「合唱付き」
開演/19:00
料金/S9,500〜C4,500 
問/読響チケットセンター　0570-00-4390

 ●ブルーローズ（小ホール）

YUSK ピアノリサイタル
開演/19:00
料金/自由3,000、他
問/榎元　0940-42-8747

NHK交響楽団第1875回定期公演
出演/シャルル・デュトワ(指揮)、アンナ・プロハスカ(S)
曲目/細川俊夫：嘆き （2013）

メンデルスゾーン：交響曲第3番 イ短調 「スコットランド」、他
開演/19:00
料金/S8,800〜D3,600 （11/5発売）
問/N響ガイド　03-5793-8161

●ブルーローズ（小ホール）

ジャミン・ゼブ(Vo) 「プレミアム クリスマス」
開演/13:00・18:30
料金/指定6,900 （当日7,400） （10/14発売）
問/日本ポピュラー音楽協会　03-3585-3903

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/永瀬真紀(Org)、上杉清仁(Ct) 
12:15〜12:45　入場/無料
問/サントリーホール　0570-55-0017

〈楽天presents〉

東京フィルハーモニー交響楽団　
ベートーヴェン 「第九」 特別演奏会
出演/ユー・ロン〔余隆〕(指揮)、中村恵理(S)、小野美咲(A)、

宮里直樹(T)、上江隼人(Br)、東京オペラシンガーズ(Cho)
曲目/ベートーヴェン：交響曲第9番 ニ短調 op.125 「合唱付き」、他
開演/19:00
料金/S10,000〜C4,000 （9/11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）

（関係者のみの使用がございます）

〈富士通コンサートシリーズ〉

ワレリー・ゲルギエフ指揮
マリインスキー歌劇場管弦楽団
出演/庄司紗矢香(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

ベルリオーズ：幻想交響曲 op.14、他
開演/19:00
料金/S21,000〜C9,000
問/ジャパン・アーツぴあ　03-5774-3040

●ブルーローズ（小ホール）

1906年製スタインウェイ
お披露目ガラ・コンサート
出演/野々村彩乃、田中雅子、松原聡、岩井のぞみ(Pf)
開演/19:00　料金/S6,800　A4,000 （10/2発売）
問/文化科学教育研究会　03-6435-3874

日本フィルハーモニー交響楽団
第九特別演奏会2017
出演/大井剛史(指揮)、嘉目真木子(S)、林美智子(A)、錦織健(T)、

萩原潤(Br)、日本フィルハーモニー協会合唱団
曲目/ワーグナー：ジークフリート牧歌

ベートーヴェン：交響曲第9番 ニ短調 op.125 「合唱付き」
開演/18:00
料金/S9,000〜C6,000、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）

ドルチェ ミュージック コンサート
出演/山本英恵、酒本瞳、高塩唯花、大橋美優、浦尾陽(Pf)、他
開演/10:00　入場/無料 （要事前申込み）
問/ドルチェ　042-574-3817

東京交響楽団特別演奏会 
「第九と四季」 2017
［開演時間以外は12月28日と同内容］
開演/14:00

クリスマス・イン・トウキョウ 2017
出演/ミケーレ・ガンバ(指揮)、マリーナ・モンツォ (S)、ディミトリー・

コルチャック(T)、エドウィン・クロスリー =マーサー (Bs-Br)、他
曲目/ドニゼッティ：オペラ 『愛の妙薬』から 「人知れぬ涙」

ヴェルディ：オペラ 『椿姫』から 「乾杯の歌」、他
開演/19:00　
料金/S15,000　A10,000 （9/9発売）
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）

読売日本交響楽団第573回定期演奏会
出演/コルネリウス・マイスター (指揮)、藤村実穂子(M-s)、新国立劇

場合唱団、TOKYO FM少年合唱団、フレーベル少年合唱団
曲目/マーラー：交響曲第3番 ニ短調
開演/19:00
料金/S9,500〜C4,500
問/読響チケットセンター　0570-00-4390

●ブルーローズ（小ホール）

川島ケイジ(Vo&Gt) 
スペシャル・コンサート2017
― Keiji Sings “BALLADS”―
出演/ハクエイ・キム(Pf)、豊田稔(Perc)
開演/19:00　料金/指定6,900 （当日7,400） （10/14発売）
問/日本ポピュラー音楽協会　03-3585-3903

新日本フィルハーモニー交響楽団
「第九」特別演奏会2017

出演/マルク・アンドレーエ(指揮)、森谷真理(S)、山下牧子(A)、
大槻孝志(T)、久保和範(Br)、栗友会合唱団、他

曲目/ベートーヴェン：交響曲第9番 ニ短調 op.125 「合唱付き」、他
開演/19:00
料金/S9,000〜C5,000 （9/9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）

クリストファー・S・ギブソン
無伴奏チェロリサイタル BACH Solo 「フーガ」
開演/19:00　
料金/自由3,000 （当日3,500）、他 （9/30発売）
問/Emotion In Motion　080-6653-0511

平成29年度港区立中学校音楽鑑賞教室
出演/東京フィルハーモニー交響楽団、他
開演/10:25　料金/指定500 （11月中旬発売）
問/Kissポートチケットセンター　03-5413-7021

日本フィルハーモニー交響楽団
第696回定期演奏会
出演/井上道義(指揮)、渡邉康雄（Pf)
曲目/八村義夫：錯乱の論理

ベルリオーズ：幻想交響曲、他
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）

ジェイコブ・コーラー (Pf)
グランドオーケストラ ファースト コンサート
開演/18:30　料金/S6,000　A5,500
問/アッチェルランドコーポレーション（田中）　03-3366-3929

東京交響楽団第656回定期演奏会
出演/ジョナサン・ノット(指揮)、ジャーマン・ホルンサウンド
曲目/シューマン：4本のホルンと管弦楽のためのコンツェルトシュテュック

ベートーヴェン：交響曲第3番 変ホ長調 op.55 「英雄」、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）
〈ID presents〉

ブランデンブルク協奏曲　全曲演奏会
出演/桜井大士(Vn)、他
開演/14:00　入場/招待 （関係者のみ）
問/森音楽事務所　03-6434-1371

東京フィルハーモニー交響楽団
第899回定期演奏会
出演/伊藤翔(指揮)、小山実稚恵(Pf)
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4番
開演/19:00
料金/SS15,000〜C5,500
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）

川上ミネ　クリスマス ピアノコンサート
「クリスマスの季節に贈る音のプレゼント」
開演/19:00　料金/S8,000　A7,000
問/川上ミネ音楽事務所 （砂田）　075-212-1524

（ 休 館 日 ）

ワレリー・ゲルギエフ指揮
マリインスキー歌劇場管弦楽団
出演/デニス・マツーエフ(Pf)
①開演/13:00

曲目/ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第1番 嬰へ短調 op.1
ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 op.18、他

②開演/18:00
曲目/ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第3番 ニ短調 op.30

ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第4番 ト短調 op.40、他
料金/各回S20,000〜C9,000
問/ジャパン・アーツぴあ　03-5774-3040
●ブルーローズ（小ホール）

アンサンブルフローラ・
クリスマス エレクトーン コンサート
出演/小林直子、庄司陽子、蓮沼純子(エレクトーン)
開演/13:30 　料金/自由3,500 （10/20発売）
問/アンサンブルフローラ　03-3374-5332

NHK交響楽団第1875回定期公演
[12月13日と同内容]

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの使用がございます）

石井彰 ソロピアノコンサート
開演/19:30
料金/自由3,000 （当日3,500） （10/1発売）
問/平嶋　090-9688-9550

サントリーホール クリスマス オルガンコンサート2017
バッハ・コレギウム・ジャパンのクリスマスCHOICE
出演/鈴木優人(Org)、鈴木雅明(指揮)、バッハ・コレギウム・ジャ

パン(Cho)、櫻田亮(T)、ドミニク・ヴェルナー (Bs)、他
曲目/グルーバー （鈴木優人編）：きよしこの夜

ブラームス：11のコラール前奏曲 op.122 から、他
開演/16:00
料金/S5,500　A3,500、他 （9/23発売）
問/サントリーホール　0570-55-0017

●ブルーローズ（小ホール）

ピアノコンサート XXXII 《森の響き》
出演/稲井倫子、田淵礼子、乾れい子、大菅さら(Pf)、他
開演/13:00　入場/要整理券
問/森の響き　082-577-9239



SATFRITHUWEDTUE SUNMON

1
8
15
22

11
52

9
16
23

3
10
17
24

4

18
25

12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

29 30 31
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：1月25日（木）

2月15日（木）
3月 8 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、12月31日〜1月3日は休業）
●インターネットからのチケット購入は、「サントリーホール・

メンバーズ･クラブWEB」（http://suntoryhall.pia.jp/）
をご覧ください。

●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。1

●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。

1月公演最新情報はこちら

（ 休 館 日 ）

（関係者のみの公演がございます）

●ブルーローズ（小ホール）

（リハーサル）

〈キユーピー スペシャル〉

サントリーホール ニューイヤー・コンサート 2018
ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団
出演/グイド・マンクージ(指揮)、アドリアーナ・クチェローワ(S)、

メルツァード・モンタゼーリ(T)、バレエ・アンサンブルSVOウィーン
曲目/レハール：オペレッタ 『メリー・ウィドウ』から 「ヴィリアの歌」

J. シュトラウスII：ワルツ 『美しく青きドナウ』 op.314、他
開演/14:00
料金/S11,000〜C5,000 （9/30発売）
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）

フレッシュ名曲コンサート
第26回 Kissポートクラシックコンサート
出演/大友直人(指揮)、開原由紀乃(Pf)、小林沙羅(S)、

谷口睦美(M-s)、吉田浩之(T)、福島明也(Br)、他
曲目/ラヴェル：ピアノ協奏曲 ト長調

千住明：オペラ 『万葉集〜明日香風編〜』 （演奏会形式）、他
開演/19:00
料金/S3,800〜B1,500、他 （9/15発売）
問/Kissポートチケットセンター　03-5413-7021

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの使用がございます）

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/大木麻理(Org)
12:15〜12:45　入場/無料
問/サントリーホール　0570-55-0017

東京フィルハーモニー交響楽団
第900回定期演奏会
出演/チョン・ミョンフン(指揮)
曲目/モーツァルト：交響曲第41番 「ジュピター」

ベルリオーズ：幻想交響曲
開演/19:00
料金/SS15,000〜C5,500 （10/10発売）
問/東京フィルチケットサービス　03-5353-9522

（関係者のみの公演がございます）

日本フィルハーモニー交響楽団
第697回定期演奏会
開演/14:00 （13:10〜プレトーク）

［開演時間以外は1月26日と同内容］

●ブルーローズ（小ホール）

第34回アイメイト チャリティー コンサート
出演/鎌田滋子(S)、大貫史朗(Br)、工藤和真(T)、常磐津兼太

夫(唄)、松井利世子(Vn)、他
開演/13:00　料金/自由5,000 （11/1発売）
問/アイメイトチャリティーコンサート事務局　03-6908-3382

東京グリーン交響楽団
第26回定期演奏会
出演/北原幸男(指揮)
曲目/ドヴォルザーク：交響曲第7番 op.70

チャイコフスキー：交響曲第6番 op.74 ｢悲愴｣
開演/14:00　料金/指定2,000 （発売日未定）
問/みどり会　03-5621-8353

●ブルーローズ（小ホール）

パンフルート・エイケントリオ
風は語り　草花は唄う
出演/岩田英憲(パンフルート)、井口真由子(Pf)、松本真昭(シ

ンセサイザー )、和田由貴(Vo)、継田和広(Perc)
開演/14:00　
料金/自由3,500 （当日4,000）
問/アステリズム・ミュージック　048-281-5511

（関係者のみの使用がございます）

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの使用がございます）

（ 保 守 点 検 ）

東京楽所　第11回定期公演
新春の雅楽―舞楽法会
出演/東京楽所(雅楽・舞楽)、法響会真言宗智山派(声明)
演目/舞楽　蘭陵王・納曽利

聲明　合行曼荼羅供養、他
開演/14:00　料金/S6,000〜P3,000 （9/16発売）
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
入賞者発表演奏会・表彰式

【第一部】フルート部門／バイオリン部門
【第二部】声楽部門／ピアノ部門／チェロ部門
開演/［第一部］11:00  ［第二部］14:30
料金/自由2,100、他 （12/8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

ベートーヴェン交響曲チクルス Vol.4
レーベンバッハ管弦楽団　特別演奏会
出演/根本昌明(指揮)、倉原佳子(S)、有銘哲也(T)、

レーベンバッハ合唱団
曲目/ベートーヴェン：コリオラン序曲 op.62

ベートーヴェン：交響曲第9番 ニ短調 op.125 「合唱付き」
開演/18:30
料金/S10,000〜B6,000 （当日S11,000〜B7,000） 
問/レーベンバッハ音楽企画　080-5377-3303

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの使用がございます）

読売日本交響楽団
第574回定期演奏会
出演/シルヴァン・カンブルラン(指揮)、イェルク・ヴィトマン(Cl)
曲目/ヴィトマン：クラリネット協奏曲 「エコー＝フラグメンテ」

ブルックナー：交響曲第6番 イ長調 WAB106、他
開演/18:00
料金/S7,500〜C4,000 （10月上旬発売）
問/読響チケットセンター　0570-00-4390

ウィーン・リング・アンサンブル
ニューイヤー・コンサート2018
曲目/J.シュトラウスⅡ：オペレッタ 『くるまば草』序曲、他
開演/14:00　料金/S9,000〜B5,000 （9/24発売）
問/カジモト・イープラス　0570-06-9960

ヨナス・カウフマン(T)
ジャパンツアー 2018
出演/辻井亜季穂(S)、ヨッヘン・リーダー (指揮)、東京ニュー

シティ管弦楽団
曲目/ビゼー：オペラ 『カルメン』から 「花の歌」、他
開演/19:00　料金/S38,000〜D12,000
問/アーチ・エンタテインメント　03-5743-6660

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの使用がございます）

ヤツェク・カスプシック指揮
ワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団
ニューイヤーコンサート
出演/ニコライ・ホジャイノフ(Pf)
曲目/ショパン：ピアノ協奏曲第1番 ホ短調 op.11

ドヴォルザーク：交響曲第9番 ホ短調 B178 「新世界より」、他
開演/19:00
料金/S12,000〜C6,000 （9/9発売）
問/ジャパン・アーツぴあ　03-5774-3040

NHK交響楽団第1877回定期公演
出演/ダーヴィト・アフカム(指揮)、小山実稚恵(Pf)
曲目/モーツァルト：ピアノ協奏曲第20番 ニ短調 K466

R.シュトラウス：オペラ 『ばらの騎士』組曲、他
開演/19:00
料金/S8,800 〜 D3,600 （11/5発売）
問/N響ガイド　03-5793-8161

東京都交響楽団第846回定期演奏会
指揮/大野和士
曲目/R.シュトラウス：組曲 「町人貴族』 op.60

ツェムリンスキー：交響詩 「人魚姫」
開演/19:00 
料金/S7,500〜P3,500 （9/29発売）
問/都響ガイド　0570-056-057

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの使用がございます）

NHK交響楽団第1877回定期公演
［1月17日と同内容］

●ブルーローズ（小ホール）

（リハーサル）

〈キユーピー スペシャル〉

サントリーホール ニューイヤー・コンサート 2018
ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団

［1月1日と同内容］

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの使用がございます）

日本フィルハーモニー交響楽団
第697回定期演奏会
出演/小林研一郎(指揮)、アレクサンドラ・スム(Vn)
曲目/シベリウス：ヴァイオリン協奏曲

ブルックナー：交響曲第7番
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）

（関係者のみの使用がございます）

読売日本交響楽団
第608回名曲シリーズ
出演/シルヴァン・カンブルラン(指揮)、イザベル・ファウスト(Vn)
曲目/ブラームス：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.77

ベートーヴェン：交響曲第5番 ハ短調 op.67 「運命」、他
開演/19:00
料金/S7,500〜C4,000 （10月上旬発売）
問/読響チケットセンター　0570-00-4390

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの使用がございます）

（関係者のみの公演がございます）

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの使用がございます）

港区＆サントリーホール
Enjoy！Musicプロジェクト
入場/関係者のみ （港区立の小学校4年生が対象。学校単位の参加）
問/サントリーホール　0570-55-0017

東京交響楽団第657回定期演奏会
出演/飯森範親(指揮)、アレクサンダー・ガヴリリュク(Pf)
曲目/プロコフィエフ：ピアノ協奏曲第1番 変ニ長調 op.10

ムソルグスキー（ラヴェル編曲）：組曲 『展覧会の絵』、他
開演/19:00
料金/S7,000〜P2,500
問/TOKYO SYMPHONY チケットセンター　044-520-1511

●ブルーローズ（小ホール）

2018 ニューイヤー・ガラ・コンサート
出演/岩井奈美(M-s)、他
開演/19:00　料金/自由3,000 （10/2発売）
問/国際芸術連盟　03-3356-4033

（ 休 館 日 ）

〈キユーピー スペシャル〉

サントリーホール ニューイヤー・コンサート 2018
ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団

［1月1日と同内容］

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの使用がございます）

〈みずほフィナンシャルグループ〉

第29回 成人の日コンサート2018
出演/辻彩奈(Vn)、茂山宗彦、茂山逸平、茂山七五三(狂言)、

園田隆一郎(指揮)、近藤圭(Br)、嘉目真木子(S)、小森
輝彦(Br)、腰越満美(S)、田代万里生(T)、池田直樹(Bs-
Br)、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団、他

開演/15:00
料金/S6,200〜B4,100、他 （9/24発売）
問/チケットスペース　03-3234-9999

●ブルーローズ（小ホール）

梅村祐子(Pf)　室内楽コンサート
出演/徳永二男、大江馨(Vn)、大野かおる(Va)、銅銀久弥(Vc)
開演/未定　料金/未定
問/AMATI　03-3560-3010

東京交響楽団
ニューイヤーコンサート2018
出演/秋山和慶(指揮)、小山実稚恵(Pf)
曲目/ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番

ドヴォルザーク：交響曲第9番 「新世界より」、他
開演/14:00
料金/SS9,000〜B5,000、他
問/TOKYO SYMPHONY チケットセンター　044-520-1511

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの公演がございます）

（リハーサル）

●ブルーローズ（小ホール）

クラリネット橋爪恵一リサイタル2018 No.2
出演/後藤龍伸(Vn)、山田武彦(Pf)
開演/19:00　料金/自由4,000 （当日4,500）、他
問/しおみ　090-2564-3198

日本フィルハーモニー交響楽団
コバケン・ワールド Vol.17
出演/小林研一郎(指揮)、徳永二男(Vn)
曲目/ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲第1番

ドヴォルザーク：交響曲第9番 「新世界より」、他
開演/14:00
料金/S6,800〜P3,200、他 （9/21発売）
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）

シンフォニエッタ 静岡 第52回定期公演
（第4回東京定期公演）
出演/中原朋哉(指揮)
開演/14:00
料金/自由5,000、他 （9/19発売）
問/シンフォニエッタ静岡　054-204-7778

（ 保 守 点 検 ）

〈MIKIMOTO〉

第58回日本赤十字社献血チャリティー・コンサート
New Year Concert 2018
出演/大野和士（指揮）、大村博美（S)、脇園彩(M-s) 、笛田博昭(T)、

東京都交響楽団
曲目/ヴェルディ：オペラ 『椿姫』から

プッチーニ：オペラ 『ラ・ボエーム』から、他
開演/14:00　料金/S6,000〜P2,000 （9/14発売）
問/ソニー音楽財団　03-5227-5233

●ブルーローズ（小ホール）

祝 Japan-Vietnum 45years 14th New Year Concert
Keiko Borjeson（Pf&Vo） with Ray
出演/竹内秀夫(DB)、舛田真(ドラム)
開演/14:00　料金/自由6,000
問/坂戸　080-3099-3147
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