


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

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：8 月はお休みします。

9 月13日（木）
10月 4 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。

●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。

8月公演最新情報はこちら

●　  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。

●出演者、曲目、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、サントリーホールの主催公演です。

世界中に復興の響きを！
福島青年管弦楽団コンサート
出演/宮下琳太郎(指揮)、パノス・カラン(Pf)
曲目/チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1番 変ロ短調 Op.23

チャイコフスキー：交響曲第5番 ホ短調 Op.64、他
開演/19:00
料金/S4,000〜C1,000、他
問/福島青年管弦楽団　090-2791-0779

（ 保 守 点 検 ）

●ブルーローズ（小ホール）

YOUR STAGE 2018
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

久石譲(指揮)＆
ワールド・ドリーム・オーケスト2018
出演/新日本フィル・ワールド・ドリーム・オーケストラ
曲目/久石譲：「かぐや姫の物語」

久石譲：交響組曲 ｢千と千尋の神隠し｣ (世界初演)、他
開演/19:00
料金/S9,200　A8,500 （5/27発売）
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）

（リハーサル）

 

●ブルーローズ（小ホール）
サントリーホール サマーフェスティバル2018
ザ・プロデューサー・シリーズ 野平一郎がひらく

《フランス音楽回顧展Ⅰ》
昇華／飽和／逸脱 〜IRCAMとその後〜
出演/グラウシューマッハー・ピアノ・デュオ、山澤慧(Vc)、

秋山友貴(Pf)、藤本隆文、安江佐和子(Perc)、
ホセ・ミゲル・フェルナンデス、マキシム・ル・ソー (電子音響)

開演/19:00
料金/指定3,000　学生1,000、他 （5/17発売）
問/サントリーホール　0570-55-0017 

五嶋龍 ヴァイオリン・リサイタル 2018
"忘却にして永遠に刻まれる時"
出演/マイケル・ドゥセク(Pf)
曲目/ドビュッシー：ヴァイオリンとピアノのためのソナタ

イサン・ユン：ヴァイオリンとピアノのためのソナタ、他
開演/19:00
料金/S8,000〜B6,000
問/イープラス　0570-09-5050

●ブルーローズ（小ホール）

YOUR STAGE 2018
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

（ 休 館 日 ）

全日本特別選抜吹奏楽団
ウィーン国立歌劇場公演「凱旋帰国コンサート」
出演/遠山詠一(指揮)、佐藤益子、江波太郎(オカリナ)、

山田俊之(ボディ･パーカッション)、他
曲目/和田薫：吹奏楽のための土俗的舞曲(2012年版)、他
開演/18:30
料金/S1,500　A1,000 （6/4発売）
問/国際親善音楽交流協会　03-3406-3355
●ブルーローズ（小ホール）
サントリーホール サマーフェスティバル2018
ザ・プロデューサー・シリーズ 野平一郎がひらく
オペラ『亡命』（世界初演、英語上演・日本語字幕付）
出演/野平一郎(作曲・指揮)、松平敬(Br)、幸田浩子(S)、鈴木准(T)、

小野美咲(M-s)、山下浩司(Bs-br)、高木綾子(Fl)、山根孝司(Cl)、
福川伸陽(Hrn)、藤原亜美(Pf)、川田知子(Vn)、向山佳絵子(Vc)

開演/19:00　料金/指定5,000　学生1,000、他 （5/17発売）
問/サントリーホール　0570-55-0017

●ブルーローズ（小ホール）

Precious Concert 〜夢かなう夜〜
出演/谷本恵津子(S)、他
開演/19:00　料金/自由3,000 （7/29発売）
問/国際芸術連盟　03-3356-4033

PMF2018 PMFオーケストラ東京公演
出演/ワレリー・ゲルギエフ(指揮)、ユージン・イゾトフ(Ob)、

デニス・ブリアコフ(Fl)
曲目/バーンスタイン：ハリル

マーラー：交響曲第7番 ホ短調、他
開演/19:00
料金/S9,000〜C5,000、他
問/PMF組織委員会　011-242-2211

チケットスペース　03-3234-9999

ズーラシアンブラス・サマー・ミュージック・
フェスティバル2018 東京公演
出演/オカピ(指揮)、ズーラシアンフィルハーモニー管弦楽団
曲目/オーケストラ物語(世界初演)

アルビレオの誘惑(世界初演)、他
開演/14:00
料金/S4,500〜B3,500、他

*0歳から購入可、膝上鑑賞に限り無料 （2歳以下）
問/スーパーキッズ　042-765-7284

●ブルーローズ（小ホール）

ズーラシアンブラス・サマー・ミュージック・フェスティバル 2018
【サキソフォックス(Sax四重奏団)LIVE!】

開演/12:45　料金/指定1,500、他
問/スーパーキッズ　042-765-7284

（ 保 守 点 検 ）

●ブルーローズ（小ホール）

YOUR STAGE 2018
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

第42回ピティナ・ピアノコンペティション
特級ファイナル
出演/岩村力(指揮)、ファイナリスト4名、日本フィルハーモニー交響楽団
曲目/課題曲から選曲したピアノ協奏曲
開演/18:00
料金/SS4,500〜A3,500　学生SS3,500〜A2,500

（5/24発売）
問/全日本ピアノ指導者協会 （ピティナ）　03-3944-1583

●ブルーローズ（小ホール）

（リハーサル）

 

（リハーサル）

日本フィルハーモニー交響楽団
第44回夏休みコンサート2018
出演/角田鋼亮(指揮)、江原陽子(お話とうた)、スターダンサーズ・バレエ団
曲目/チャイコフスキー：バレエ『くるみ割り人形』

(日本フィル夏休みコンサート版)、他
開演/11:00・14:00
料金/子供S3,200〜B1,800　大人S5,200〜B3,200
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）

芹沢文子メモリアルコンサート
出演/駒井ゆり子(指揮)、野田ヒロ子、田中麻理(S)、ヴォーカ

ル・アンサンブル・エウレカ、アンサンブル・ド・リス、メ
モリアルコンサート特別合唱団

開演/14:00　料金/自由4,000
問/オフィスマキナ　03-3491-9061

●ブルーローズ（小ホール）

YOUR STAGE 2018
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

（ 休 館 日 ）

●ブルーローズ（小ホール）
サントリーホール サマーフェスティバル2018
ザ・プロデューサー・シリーズ 野平一郎がひらく
オペラ『亡命』（世界初演、英語上演・日本語字幕付）
[8月22日と同内容]

読売日本交響楽団第614回名曲シリーズ
出演/ヨーン・ストルゴーズ(指揮)、小山実稚恵（Pf）
曲目/ショパン：ピアノ協奏曲第1番 ホ短調 Op.11

シベリウス：交響曲第2番 ニ長調 Op.43、他
開演/19:00
料金/S7,500〜C4,000
問/読響チケットセンター　0570-00-4390

●ブルーローズ（小ホール）

（ 公 演 予 定 ）

第38回
全日本医科学生オーケストラフェスティバル
出演/広上淳一(指揮)
曲目/バルトーク：管弦楽のための協奏曲、他
開演/18:00
料金/指定2,000 （当日3,000） （5/11発売）
問/全日本医科学生オーケストラ　050-5328-3941

●ブルーローズ（小ホール）

YOUR STAGE 2018
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

九大フィルハーモニー・オーケストラ 
特別記念演奏会
出演/鈴木優人(指揮)、上原彩子(Pf)
曲目/チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第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/S3,500〜B1,500
問/九大フィルハーモニー・オーケストラ　050-5218-6944

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの使用がございます）

都響プロムナードコンサートNo.379
出演/ハンス・グラーフ(指揮)、カティア・スカナヴィ (Pf)
曲目/サン=サーンス：ピアノ協奏曲第2番 ﾄ短調 Op.22

ドヴォルザーク：交響曲第8番 ﾄ長調 Op.88 B.163、他
開演/14:00　
料金 S5,800〜P2,500 
問/都響ガイド　0570-056-057

●ブルーローズ（小ホール）
サントリーホール サマーフェスティバル2018
サントリーホール国際作曲委嘱シリーズ No. 41
テーマ作曲家〈イェルク・ヴィトマン〉 室内楽
出演/イェルク・ヴィトマン(Cl)、カロリン・ヴィトマン(Vn)、キハラ良尚(Pf)、

福川伸陽(Hrn)、吉井瑞穂(Ob)、小山莉絵(Fg)、他
開演/15:00 （17:00〜   アフタートーク　ヴィトマン＆細川俊夫)
料金/指定3,000　学生1,000、他 （5/17発売）
問/サントリーホール　0570-55-0017

久石譲(指揮)＆
ワールド・ドリーム・オーケストラ2018
出演/新日本フィル・ワールド・ドリーム・オーケストラ
曲目/久石譲：DEAD

久石譲：交響組曲 ｢千と千尋の神隠し｣ (世界初演)、他
開演/19:00
料金/S9,200　A8,500 （5/27発売）
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）

YOUR STAGE 2018
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

秋川雅史(Vo)コンサート
〜聴いてよく分かるクラシック2 〜
出演/小島さやか(Pf) 
曲目/ヴェルディ：オペラ『マクベス』より「ああ、父の手は」

千の風になって、他 
開演/13:00
料金/指定6,500
問/ホットスタッフ・プロモーション　03-5720-9999

（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）

サントリーホール サマーフェスティバル2018
サントリーホール国際作曲委嘱シリーズ No. 41
テーマ作曲家〈イェルク・ヴィトマン〉 管弦楽
出演/イェルク・ヴィトマン(指揮・Cl)、カロリン・ヴィトマン(Vn)、

東京都交響楽団
曲目/ウェーバー：クラリネット協奏曲第1番 ヘ短調 作品73

ヴィトマン：ヴァイオリン協奏曲第2番
（世界初演、サントリーホール委嘱）、他

開演/19:00 
料金/S4,000〜B2,000　学生1,000、他 （5/17発売）
問/サントリーホール　0570-55-0017

●ブルーローズ（小ホール）

（リハーサル）

蘇州交響楽団2018アジアツアー
開演/未定　料金/未定
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）

YOUR STAGE 2018
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

（ 公 演 予 定 ）

●ブルーローズ（小ホール）

（リハーサル）

サントリーホール サマーフェスティバル2018

第28回 芥川作曲賞選考演奏会
出演/杉山洋一(指揮)、新日本フィルハーモニー交響楽団、他
曲目/渡辺裕紀子：『朝もやジャンクション』

(世界初演、第26回受賞記念サントリー芸術財団委嘱作品)
芥川作曲賞候補3作品

開演/15:00
料金/指定2,000　学生1,000 （5/17発売）
問/サントリーホール　0570-55-0017

●ブルーローズ（小ホール）

（リハーサル）



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

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：9 月13日（木）

10月 4 日（木）
11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。

●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。

9月公演最新情報はこちら

●　  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。

●出演者、曲目、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、サントリーホールの主催公演です。

〈表紙について〉
　大ホールのステージ上で輝く10基のシャンデリア。

グラスから立ち上がるシャンパンやビールの泡をイ

メージしてつくられました。その泡の一つひとつは葡

萄の葉をモチーフとしています。

　シャンデリアの大きさは、直径1.55m、高さ2.57m。

ステージから11mの高さ（最下端部位置）に設置され、

各シャンデリア底部からの明かりがステージを照らし

ます（2017年に行われた全館改修の際に光源をLED

に変更しました）。

　シャンパンの泡のもと、アーティストたちが奏でる芳

醇な響きを、心ゆくまでお楽しみください。

東京都交響楽団第860回定期演奏会
出演/アントニ・ヴィト(指揮)、シャルル・リシャール=アムラン(Pf)
曲目/ショパン：ピアノ協奏曲第2番 ヘ短調 Op.21

ルトスワフスキ：交響曲第3番(1983)、他
開演/19:00
料金/S6,500〜P2,500、他
問/都響ガイド　0570-056-057

〈日本−スウェーデン外交関係樹立150周年記念〉

サカリ・オラモ指揮
ロイヤル・ストックホルム・フィルハーモニー管弦楽団
特別演奏会Ⅰ《辻井伸行(Pf)との競演》
曲目/ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第5番 「皇帝」

チャイコフスキー：交響曲第5番
開演/14:00
料金/S18,000〜D6,000、他
問/チケットスペース　03-3234-9999

●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 2018
出演/アントニオ(Vo&Gui)、miwako(A-sax&Fl)、志賀由美子(Guit)、

幸枝(Fl&オカリナ)、マリオ(パンデイロ)、えりこ(Perc)
開演/13:30　料金/自由4,000 （当日4,500）、他
問/アントニオ　090-4399-1223

〈日本−スウェーデン外交関係樹立150周年記念〉

サカリ・オラモ指揮
ロイヤル・ストックホルム・フィルハーモニー管弦楽団
特別演奏会Ⅱ《オーケストラの醍醐味》
曲目/ベートーヴェン：交響曲第5番 「運命」

マーラー：交響曲第1番 「巨人」
開演/19:00
料金/S18,000〜D6,000、他
問/チケットスペース　03-3234-9999

（ 休 館 日 ）

東京交響楽団第663回定期演奏会
出演/ユベール・スダーン(指揮)、堀米ゆず子(Vn)
曲目/モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第4番 ニ長調 K.218

ベートーヴェン：交響曲第6番 ヘ長調 Op.68 「田園」、他
開演/18:00
料金/S8,000〜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）

久元祐子(Pf) モーツァルト・ソナタ
全曲演奏会 vol.4
開演/14:00　料金/自由4,000、学生2,000 
問/プロ アルテ ムジケ　03-3943-6677

サー・サイモン・ラトル指揮
ロンドン交響楽団
出演/ジャニーヌ・ヤンセン(Vn)
曲目/シマノフスキ：ヴァイオリン協奏曲第1番

シベリウス：交響曲第5番 変ホ長調 Op.82、他
開演/14:00
料金/プラチナ37,000〜D9,000
問/カジモトイープラス　0570-06-9960

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの使用がございます）

武蔵野合唱団第51回定期演奏会
出演/山田和樹(指揮)、田崎尚美、澤江衣里(S)、清水華澄、

平山莉奈(A)、望月哲也、櫻田亮(T)、青山貴、狩野賢一
(Br)、横浜シンフォニエッタ

曲目/メンデルスゾーン：オラトリオ『エリヤ』
開演/16:00
料金/S6,500〜B4,000、他
問/武蔵野合唱団　080-4811-4866

●ブルーローズ（小ホール）

桜井マンドリンアンサンブル第4回演奏会
出演/桜井至誠(指揮・マンドリン)
開演/14:00　入場/要整理券
問/林田　090-4438-4173

NHK交響楽団第1893回定期公演
出演/パーヴォ・ヤルヴィ (指揮)、ラデク・バボラーク(Hrn)
曲目/R.シュトラウス：ホルン協奏曲第2番 変ホ長調

ハイドン：交響曲第102番 変ロ長調 Hob.I‒102、他
開演/19:00
料金/S8,800〜D3,600 （7/29発売）
問/N響ガイド　03-5793-8161

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの公演がございます）

（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）

吉田裕史指揮
ボローニャフィルハーモニー管弦楽団
没後150 周年ロッシーニ特集
曲目/ロッシーニ：『ウィリアム・テル』序曲

レスピーギ/ロッシーニ：バレエ音楽『風変わりな店』より(抜粋)、他
開演/19:00　料金/SS18,000〜D3,000
問/さわかみオペラ芸術振興財団　03-6380-9862

●ブルーローズ（小ホール）

第4回ジャック・ランスロ
国際クラリネットコンクールJapan2018
入賞者披露コンサート
出演/コンクール入賞者、審査員
開演/19:00　料金/自由3,000
問/ジャック・ランスロ国際クラリネットコンクールJapan

2018実行委員会　03-3957-0996

（ 公 演 予 定 ）

●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 Vol.19
出演/浦尾陽、浦尾小春、村上玲、堀越美来、山本英恵(Pf)、

スマイル(Cho)
開演/10:00　入場/無料 （要申込）
問/ドルチェ　042-574-3817

日本フィルハーモニー交響楽団
第703回定期演奏会
出演/山田和樹(指揮)、萩原麻未(Pf)
曲目/三善晃：ピアノ協奏曲

デュティユー：交響曲第2番「ル・ドゥーブル」、他
開演/19:00
料金/S8,000〜P4,000、他 （6/19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）

（関係者のみの公演がございます）

日本フィル＆サントリーホール
とっておきアフタヌーン Vol.8

「ドラマティック・ロシア！」
出演/川瀬賢太郎(指揮)、福間洸太朗（Pf）、加耒徹(Br&ナビゲーター )
曲目/ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 作品18

チャイコフスキー：バレエ音楽『白鳥の湖』より
開演/14:00
料金/S6,000〜B3,000 （6/6発売）
問/サントリーホール　0570-55-0017

日本フィル・サービスセンター　03-5378-5911

サントリーホール サマーフェスティバル2018
ザ・プロデューサー・シリーズ 野平一郎がひらく

《フランス音楽回顧展Ⅱ》
現代フランス音楽の出発点～音響の悦楽と孤高の論理～
出演/ピエール=アンドレ・ヴァラド(指揮)、浜田理恵(S)、東京交響楽団
曲目/ユレル：『トゥール・ア・トゥールⅢ』〜レ・レマナンス(日本初演)

ブーレーズ：『プリ・スロン・プリ』〜マラルメの肖像、他
開演/18:00
料金/S4,000〜   学生1,000、他 （5/17発売）
問/サントリーホール　0570-55-0017

●ブルーローズ（小ホール）

第72回
TIAA全日本クラシック音楽コンサート
出演/音源審査通過者
開演/未定　料金/自由4,000 （当日4,500） （8/1発売）
問/東京国際芸術協会　03-6806-7108

〈日本−スウェーデン外交関係樹立150周年記念〉

サカリ・オラモ指揮
ロイヤル・ストックホルム・フィルハーモニー管弦楽団
特別演奏会Ⅲ《祝祭コンサート》
出演/カミラ・ティリング(S)、カティヤ・ドラゴイェヴィッチ(A)、

ミカエル・ヴェイニウス(T)、へニング・フォン・シュルマン(Br)、
新国立劇場合唱団

曲目/ベートーヴェン：交響曲第9番 「合唱付き」、他
開演/19:00
料金/S18,000〜D6,000、他
問/チケットスペース　03-3234-9999

反田恭平ピアノ・リサイタル
全国ツアー 2018～2019
曲目/ベートーヴェン：創作主題による32の変奏曲 ハ短調 WoO80

ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第23番 ヘ短調 Op.57 「熱情」、他
開演/13:00
料金/指定4,500
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）

テノール ヒガシ直彦 我が心のカンツォーネ
出演/武藤純一(Pf)、晝間寛子(Mand)、柴田杏里(Guit)
開演/14:00
料金/自由3,000 （当日4,000）
問/東綜合設計事務所　03-3384-9301

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/徳岡めぐみ(Org)
12:15〜12:45　入場/無料
問/サントリーホール　0570-55-0017

西本智実指揮ロシア国立交響楽団
《スヴェトラーノフ・オーケストラ》
曲目/チャイコフスキー：交響曲第5番 ホ短調 Op.64

チャイコフスキー：交響曲第6番 ロ短調 Op.74 「悲愴」
開演/19:00
料金/S12,000〜C6,000
問/テンポプリモ　03-3524-1221

●ブルーローズ（小ホール）

（リハーサル）

新日本フィルハーモニー交響楽団
第594回定期演奏会〈ジェイド〉
出演/ペトル・アルトリヒテル(指揮)
曲目/スメタナ：連作交響詩「わが祖国」
開演/14:00
料金/S8,000〜P4,000 （7/3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）

（ 公 演 予 定 ）

日本フィルハーモニー交響楽団
第376回名曲コンサート
出演/梅田俊明(指揮)、盛田麻央(S)、加納悦子(A)、小原啓楼(T)、

小森輝彦(Br)、日本フィルハーモニー協会合唱団
曲目/モーツァルト：交響曲第29番 イ長調 K.201

モーツァルト：レクイエム ニ短調 K.626
開演/14:00
料金/S8,000〜C5,000、他 （6/14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）

曽朴(二胡)来日20周年二胡スクール成果発表会
開演/14:00　入場/関係者のみ
問/SOBOKU二胡スクール　03-5913-8818

日本フィルハーモニー交響楽団
第703回定期演奏会
開演/14:00（13:10〜   プレトーク）
[開演時間以外は9月7日と同内容]

ミッシャ・マイスキー (Vc) 70歳記念演奏会
出演/サーシャ・マイスキー (Vn)、リリー・マイスキー (Pf)
曲目/チャイコフスキー：ピアノ三重奏曲 イ短調 Op.50 

「偉大な芸術家の思い出に」、他
開演/19:00　料金/S9,000〜B5,000
問/AMATI　03-3560-3010

●ブルーローズ（小ホール）

鶴田留美子ピアノリサイタル
開演/18:00　料金/自由4,000　学生3,000 （7/2発売）
問/ムジカ・コミュニタス　042-468-7578

（関係者のみの公演がございます）

オービック・スペシャル・コンサート2018
コバケンの名曲の花束
～ Fantasticな音楽の魅力
出演/小林研一郎（指揮）、小林亜矢乃(Pf)、生野やよい（S）、

相田麻純（A）、中鉢聡(T)、ジョン・ハオ(鍾皓)(Bs-br)、
朝岡聡(ナビゲーター )、東京音楽大学合唱団、日本フィ
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 「合唱付き」より 第4楽章、他
開演/19:00
料金/S8,000〜C5,000 （5/30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）

日本フィルハーモニー交響楽団
特別演奏会
出演/小林研一郎(指揮)、千住真理子(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

スメタナ：交響詩「モルダウ」、他
開演/19:00
料金/S8,000〜P4,000、他 （5/17発売）
問/日本フィル・サービスセンター　03-5378-5911

サー・サイモン・ラトル指揮
ロンドン交響楽団
曲目/グライム：織りなされた空間(日本初演)

マーラー：交響曲第9番 ニ長調
開演/19:00
料金/プラチナ37,000〜D9,000
問/カジモト・イープラス　0570-06-9960

●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 ）

●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1893回定期公演
[9月26日と同内容]

●ブルーローズ（小ホール）

西澤安澄ピアノリサイタル ～ダダ・ピアノ Vol.4
《ドビュッシーとスペイン》
開演/19:00　料金/指定5,000 （5/26発売）
問/コンサートイマジン　03-3235-3777

読売日本交響楽団第615回名曲シリーズ
出演/シルヴァン・カンブルラン(指揮)、ピョートル・アンデルシェフスキ(Pf)
曲目/モーツァルト：ピアノ協奏曲第24番 ハ短調 K.491

ブルックナー：交響曲第4番 「ロマンティック」 変ホ長調、他
開演/19:00
料金/S7,500〜C4,000、他
問/読響チケットセンター　0570-00-4390

読売日本交響楽団第581回定期演奏会
出演/シルヴァン・カンブルラン(指揮)、諏訪内晶子(Vn)
曲目/シマノフスキ：ヴァイオリン協奏曲第1番 Op.35

ラヴェル：ラ・ヴァルス、他
開演/19:00
料金/S7,500〜C4,000
問/読響チケットセンター　0570-00-4390

●ブルーローズ（小ホール）

吉田秀(DB)＆黒坂黒太郎(コカリナ)
ふたつの夫婦のコンサート
出演/安宅薫(Pf)、矢口周美(うた)
開演/18:30　料金/指定4,000 （6/1発売）
問/黒坂音楽工房　03-5626-1581

サントリーホールのオルガン・カフェ ＃5
出演/近藤岳(Org)、三浦一馬(バンドネオン)、川平慈英(ナビゲーター )
曲目/メシアン：『キリストの昇天』より、他
開演/13:30
料金/指定席2,000　U29席1,000、他 （5/25発売）
問/サントリーホール　0570-55-0017 

●ブルーローズ（小ホール）
フィオーレ・オペラ協会主催

オペラ「アドリアーナ ルクヴルール」
全4幕 原語上演字幕付
出演/村上敏明(T)、須藤慎吾(Br)、西正子(S)、杣友恵子(M-s)、

大澤恒夫(Bs)、フィオーレオペラ合唱団
開演/17:30　料金/自由6,000
問/フィオーレ・オペラ協会　090-4434-0188

〈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」
2018年シーズン 音楽と感情 第67回 泣いて (T_T)
出演/原田慶太楼(指揮)、木嶋真優(Vn)
開演/11:00 （10:40〜   プレトーク）　料金/一回券3,500
問/サントリーホール　0570-55-0017

TOKYO SYMPHONY チケットセンター　044-520-1511

サー・サイモン・ラトル指揮
ロンドン交響楽団
出演/クリスチャン・ツィメルマン(Pf)
曲目/バーンスタイン：交響曲第2番「不安の時代」、他
開演/18:00　料金/プラチナ37,000〜D9,000
問/カジモトイープラス　0570-06-9960

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの使用がございます）
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