


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：10月 4 日（木）

11月 8 日（木）
12月21日（金）

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。

10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〉

サントリーホール正面玄関の上壁に仕込まれたパイ
プオルゴール。正午のほか、開場時になると壁が開い
て、ぶどう畑の番人を表わした老人と少年の人形がオ
ルゴールを回します。このオルゴールは、大ホールに設
置されたオルガンと同じ素材で作られた37本のパイ
プから音が生まれます。

マキシム・ヴェンゲーロフ
ストラディヴァリウスリサイタル2018
～一夜で２本のストラディヴァリウスを愉しむ～
出演/ルステム・サイトクーロフ(Pf)
曲目/ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第2番 イ長調 Op.100、他
開演/19:00
料金/ SS23,000〜C10,000、他
問/ネオクラシカ　03-3461-0508

●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 ）

ららら♪クラシック コンサート Vol.3
出演/上野通明、北村陽、辻本玲、新倉瞳、宮田大(Vc)、他
曲目/J.S.バッハ：「無伴奏チェロ組曲第1番」より「プレリュード」、他
開演/14:00　料金/S8,500〜B6,500
問/テンポプリモ　03-3524-1221

●ブルーローズ（小ホール）
ARK Hills Music Week 2018
サントリーホール ARKクラシックス
ホリデー ランチタイム・コンサート
ザ・ベース・ギャング(DB四重奏)
開演/12:00　料金/全席指定6,000
ホリデー アフタヌーン・コンサート
辻井伸行(Pf)、三浦文彰(Vn)＆フレンズ
開演/15:00　料金/全席指定12,000
問/サントリーホール　0570-55-0017 

チケットスペース　03-3234-9999

（関係者のみの公演がございます）

●ブルーローズ（小ホール）

（リハーサル）

内田光子ピアノ・リサイタル
シューベルト・ソナタ プログラム
曲目/シューベルト：ピアノ・ソナタ第14番 イ短調 D.784

シューベルト：ピアノ・ソナタ第20番 イ長調 D.959、他
開演/19:00
料金/S14,000〜学生1,000 （7/29発売）
問/サントリーホール　0570-55-0017

せいあLee ソプラノリサイタル
Grace Note 2018
出演/西本智実(指揮)、イルミナートフィルハーモニーオーケストラ
開演/19:00
料金/SSS25,000〜B10,000、他
問/JSTせいあLeeコンサート事務局　03-5738-5357

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの使用がございます）

JAF会員のための音楽会 「音楽日和」
出演/藤岡幸夫(指揮)、服部百音(Vn)、東京交響楽団
開演/19:00
料金/S4,000〜B2,000 （JAF会員のみの購入可）
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）

Classic Bar ～ in Blue Rose vol.6 ～
出演/矢部達哉(Vn)、仲道祐子(Pf)、佐々木太一(サントリー・

ウイスキーアンバサダー、お話)
開演/19:00　料金/指定7,500
問/クラシック事務局  0570-012-666

（ 公 演 予 定 ）

●ブルーローズ（小ホール）

第72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 （9/15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

NHK交響楽団第1896回定期公演
出演/ヘルベルト・ブロムシュテット(指揮)
曲目/ベートーヴェン：交響曲第6番 ヘ長調 Op.68 「田園」

ステンハンマル：交響曲第2番 ト短調 Op.34
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）

ダイナースクラブアーティストサポート
6周年スペシャルコンサート
出演/秋元孝介、鐵百合奈、木邨清華(Pf)、山本葵(Fl)、大平倍大(T)、

黒田祐貴(Br)、横山和美(S)、山下裕賀(M-s)
開演/18:45
料金/指定2,800 （ダイナースクラブ会員）、他 （7月一般発売）
問/CAP　03-3541-4363

（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）

ヴァレリー・アファナシエフ
ピアノ・リサイタル
曲目/シューベルト：3つのピアノ曲(即興曲集) D.946

シューベルト：ピアノ・ソナタ第21番 変ロ長調 D.960
開演/19:00
料金/S8,000〜B4,000
問/ミュージックプラント　03-3466-2258

読売日本交響楽団第616回名曲シリーズ
出演/ジョヴァンニ・アントニーニ(指揮)、ヴィクトリア・ムローヴァ (Vn)
曲目/ベートーヴェン：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.61

ベートーヴェン：交響曲第2番 ニ長調 Op.36、他
開演/19:00
料金/S7,500〜C4,000 （7/21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）

第72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 （9/15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

フレッシュ名曲コンサート
第27回Kissポートクラシックコンサート
出演/大友直人(指揮)、森麻季(S)、福原寿美枝(A)、吉田浩之(T)、

岡昭宏(Br)、ミナトシティコーラス、東京交響楽団
曲目/ヴェルディ：レクイエム
開演/19:00
料金/S3,800〜B1,500、他
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）

奇跡のソプラノ エディタ・グルベローヴァ
～最後の日本リサイタル～
出演/ペーター・ヴァレントヴィッチ(指揮)、東京フィルハーモニー交響楽団
曲目/ロッシーニ：オペラ『セビリャの理髪師』より「今の歌声は」、他
開演/14:00　料金/S21,000〜C9,000
問/楽天チケット／コンサートドアーズ　03-6628-5416

●ブルーローズ（小ホール）

オータムコンサート
出演/今村紘子、白幡裕子、船木誠子(S)、武田香奈子(Pf)
開演/14:00　入場/招待のみ
問/みやび会（矢田部）　0422-21-9241

内田光子スペシャルトーク
開始/19:00
入場/要申込 （メンバーズ・クラブ会員で、10/29、11/7「内田光子ピアノ・

リサイタル」チケット購入者限定・応募者多数の場合は抽選）
問/サントリーホール　0570-55-0017

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/高橋博子(Org)
12:15〜12:45　入場/無料
問/サントリーホール　0570-55-0017

上野星矢フルートリサイタル
出演/佐野隆哉(Pf)
曲目/ワーグナー：オペラ『ローエングリン』より「エルザの大聖堂への行列」

R.シュトラウス：ソナタ 変ホ長調 Op.18（原曲：ヴァイオリン・ソナタ）、他
開演/19:00　料金/Pt10,000〜B3,000、他
問/森音楽事務所　03-6434-1371

●ブルーローズ（小ホール）

2018-2019 Autumn 東京室内管弦楽団
平日マチネ Act.6 ～ちょっと気軽にモーツァルト～
出演/菅野宏一郎(指揮)、本田幸治(Fl)
開演/14:30　料金/自由3,500
問/東京室内管弦楽団チケットサービス　03-6459-0512

マウリツィオ・ポリーニ ピアノ・リサイタル
曲目/ショパン：ピアノ・ソナタ第3番 ロ短調 Op.58

ドビュッシー：『前奏曲集第1巻』、他
開演/19:00
料金/Pt32,000〜C14,000、他
問/カジモト・イープラス  0570-06-9960

●ブルーローズ（小ホール）

Classic Bar ～ in Blue Rose vol.6 ～
出演/矢部達哉(Vn)、仲道祐子(Pf)、佐々木太一(サントリー・

ウイスキーアンバサダー、お話)
開演/19:00　料金/指定7,500
問/クラシック事務局　0570-012-666

マウリツィオ・ポリーニ ピアノ・リサイタル
曲目/シェーンベルク：3つのピアノ曲 Op.11

ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第29番 変ロ長調 Op.106
｢ハンマークラヴィーア｣、他

開演/19:00
料金/Pt32,000〜C14,000、他
問/カジモト・イープラス　0570-06-9960

●ブルーローズ（小ホール）

第72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 （9/15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

NHK交響楽団第1896回定期公演
[10月24日と同内容]

●ブルーローズ（小ホール）

第27回三ツ星ベルトミュージックサロン
開演/13:30　入場/無料 （申込抽選制）
問/三ツ星ベルト 東京本社 総務統括部　03-5202-2500

ARK Hills Music Week 2018
サントリーホール ARKクラシックス
ランチタイム・リサイタル／辻井伸行(Pf)
開演/12:00　料金/S6,000〜C3,000
アフタヌーン・コンサート／バシュメット(指揮・Va)＆モスクワ・ソロイスツ
開演/15:00　料金/S6,000〜C3,000
ガラ・コンサート
開演/19:00　料金/S12,000〜C6,000
●ブルーローズ（小ホール）

室内楽コンサート／三浦文彰(Vn)＆フレンズ
開演/13:30　料金/全席指定6,000
ピアノトリオ・コンサート
川久保賜紀(Vn)、遠藤真理(Vc)、三浦友理枝(Pf)
開演/16:30　料金/全席指定6,000
問/サントリーホール　0570-55-0017 

チケットスペース　03-3234-9999

日本フィルハーモニー交響楽団
第704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12日と同内容]

メナヘム・プレスラー (Pf) シューマン・リサイタル
with マティアス・ゲルネ(Br)
曲目/シューマン：『子供の情景』 Op.15

シューマン：歌曲集『詩人の恋』 Op.48
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）

Classic Bar ～ in Blue Rose vol.6 ～
出演/細川千尋(ジャズPf)、鳥越啓介(ベース)、石川智(ドラム&Perc)、

佐々木太一(サントリー・ウイスキーアンバサダー、お話)
開演/14:00　料金/指定7,500
問/クラシック事務局　0570-012-666

東京交響楽団第664回定期演奏会
出演/ダン・エッティンガー (指揮)、エドナ・プロホニク(M-s)
曲目/ワーグナー：ヴェーゼンドンク歌曲集

ベルリオーズ：幻想交響曲 Op.14
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）

第72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 （9/15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

東京フィルハーモニー交響楽団
第911回定期演奏会
出演/チョン・ミョンフン(指揮)、チョン・キョンファ (Vn)
曲目/ブラームス：ヴァイオリン協奏曲

サン=サーンス：交響曲第3番 「オルガン付き｣
開演/19:00　料金/SS15,000〜C5,500 （7/23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）
ARK Hills Music Week 2018
サントリーホール ARKクラシックス
前夜祭
出演/辻井伸行、ヴィキングル・オラフソン(Pf)、三浦文彰、

川久保賜紀(Vn)、レヒ・アントニオ・ウジンスキ(Va)、
ヨナタン・ローゼマン(Vc)

開演/19:00　料金/全席指定12,000
問/サントリーホール　0570-55-0017 

チケットスペース　03-3234-9999

日本フィルハーモニー交響楽団
第704回定期演奏会
出演/ピエタリ・インキネン(指揮)
曲目/シューベルト：交響曲第5番 変ロ長調 D.485

ブルックナー：交響曲第9番 ニ短調 WAB.109
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.6 ～
出演/細川千尋(ジャズPf)、佐々木太一(サントリー・ウイスキー

アンバサダー、お話)
開演/19:00　料金/指定7,500
問/クラシック事務局　0570-012-666

東京都交響楽団第863回定期演奏会
出演/大野和士(指揮)、タベア・ツィンマーマン、アントワン・

タメスティ (Va)、室住素子(Org)
曲目/マントヴァーニ：2つのヴィオラと管弦楽のための協奏曲（2009）〈日本初演〉

サン=サーンス：交響曲第3番 ハ短調 Op.78「オルガン付｣
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）

第72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（高校の部）・ピアノ部門（高校の部）
開演/10:00・15:00　料金/自由2,100 （9/15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

読売日本交響楽団第582回定期演奏会
出演/鈴木雅明(指揮)、リディア・トイシャー (S)、櫻田亮(T)、

RIAS室内合唱団
曲目/モーツァルト：交響曲第39番 変ホ長調 K.543

メンデルスゾーン：オラトリオ「キリスト」,Op.97、他
開演/19:00
料金/S9,500〜C4,500 （7/21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）

松村英行テノールリサイタル
愛そして哀 Vol.2 カルメン
出演/翠千賀、高居洋子(S)、押川浩士(Br)、邉見美帆子(Hrp)、

追川礼章(Pf)、他
開演/19:00　料金/指定7,000
問/二期会チケットセンター　03-3796-1831

マウリツィオ・ポリーニ ピアノ・リサイタル
曲目/シューマン：ピアノ・ソナタ第3番 ヘ短調 [1835/36年初版]、他
開演/19:00　料金/Pt32,000〜C14,000、他
問/カジモト・イープラス　0570-06-9960

●ブルーローズ（小ホール）

第41回 藤の会 ピアノ演奏会
《音への愛、その軌跡 Vol.3》
開演/13:30　料金/自由3,000
問/藤の会03-6751-7207 （水上）　090-8742-4935 （光武）
ARK Hills Music Week 2018
サントリーホール ARKクラシックス
コンテンポラリー・ナイト《フィリップ・グラス》
ヴィキングル・オラフソン(Pf)
開演/20:00　料金/全席指定6,000
問/サントリーホール　0570-55-0017 

チケットスペース　03-3234-9999

（関係者のみの公演がございます）

●ブルーローズ（小ホール）

ピアノコンサート2018
出演/ニコライ・サラトフスキー(特別ゲスト)、生徒(Pf)
開演/13:00　料金/自由2,000
問/柴音楽事務所　090-6118-4708

藤田明バリトン リサイタル
出演/藤田節子(Pf)
開演/18:30　料金/自由4,000 （8/1発売）
問/女声コーラス“グリューン”　090-2172-5053

日本フィルハーモニー交響楽団
第377回名曲コンサート
出演/小林研一郎(指揮)、藤田真央(Pf)
曲目/ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第5番 変ホ長調 Op.73 「皇帝」

チャイコフスキー：交響曲第5番 ホ短調 Op.64
開演/14:00
料金/S7,000〜P3,000、他 （7/10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）

第72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 （9/15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

（ 休 館 日 ）

新日本フィルハーモニー交響楽団
第596回定期演奏会〈ジェイド〉
出演/上岡敏之(指揮)、山口清子(S)、清水華澄(A)、

与儀巧(T)、原田圭(Bs)、新国立劇場合唱団
曲目/ブルックナー：交響曲第9番 ニ短調 WAB.109

ブルックナー：テ・デウム WAB.45
開演/14:00
料金/S8,000〜C4,500 （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）

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

クリスティアン・ティーレマン指揮
ドレスデン国立歌劇場管弦楽団
曲目/シューマン：交響曲第1番 変ロ長調 Op.38 「春」

シューマン：交響曲第2番 ハ長調 Op.61
開演/19:00
料金/S30,000〜D9,000
問/ジャパン・アーツぴあ　03-5774-3040

（ 公 演 予 定 ）



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：11月 8 日（木）

12月21日（金）
1 月24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。

11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。

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/椎名雄一郎(Org)
12:15〜12:45　入場/無料
問/サントリーホール　0570-55-0017

東京都交響楽団第866回定期演奏会
出演/小泉和裕(指揮)、レイ・チェン(Vn)
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
開演/19:00
料金/S7,000〜P3,000 （7/20発売）
問/都響ガイド　0570-056-057
●ブルーローズ（小ホール）

ドラミング
出演/加藤訓子(Perc)
開演/19:00　料金/指定6,000　学生3,000 （8/1発売）
問/クニコカトウアーツプロジェクト｜芸術文化ワークス

080-5075-5038

クリスティアン・ティーレマン指揮
ドレスデン国立歌劇場管弦楽団
曲目/シューマン：交響曲第3番 変ホ長調 Op.97 「ライン」

シューマン：交響曲第4番 ニ短調 Op.120
開演/19:00
料金/S30,000〜D9,000
問/ジャパン・アーツぴあ　03-5774-3040

アラン・ギルバート指揮
NDRエルプフィルハーモニー管弦楽団
曲目/マーラー：交響曲第10番 嬰ヘ長調より アダージョ

ブラームス：交響曲第4番 ホ短調 Op.98、他
開演/14:00
料金/ Pt25,000〜D5,000
問/カジモト・イープラス　0570-06-9960
●ブルーローズ（小ホール）

東京バロック・スコラーズ 第15回演奏会
「バッハへの道のりとバッハから」
出演/三澤洋史（指揮＆お話）、浅井美紀(Org) 
開演/14:00　料金/自由3,000 （8/1発売）
問/東京バロック・スコラーズ （博多）　090-6034-2138

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

（リハーサル）

●ブルーローズ（小ホール）

日本リヒャルト・シュトラウス協会2018年度会員総会
高橋維(S)&小森輝彦(Br)ジョイントリサイタル
出演/井出德彦(Pf) 
開演/19:00　料金/自由2,000　協会会員1,000、他
問/日本リヒャルト・シュトラウス協会　03-3582-1266

ユーリ・テミルカーノフ指揮
サンクトペテルブルグ・フィルハーモニー交響楽団
出演/庄司紗矢香(Vn) 
曲目/シベリウス：ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 Op.47

ラフマニノフ：交響曲第2番 ホ短調 Op.27
開演/19:00
料金/S21,000〜D9,000 
問/ジャパン・アーツぴあ　03-5774-3040

ウィーン・フィルハーモニー ウィーク イン ジャパン 2018
ダイワハウス スペシャル

フランツ・ウェルザー=メスト指揮
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
出演/フォルクハルト・シュトイデ(Vn)、ペーテル・ソモダリ(Vc)
曲目/ブラームス：ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲 イ短調 作品102

ワーグナー (ウェルザー =メスト 編曲)：楽劇 「神々の黄昏」 より 抜粋、他
開演/16:00　料金/S37,000〜D14,000
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）

NHK交響楽団第1898回定期公演
出演/ジャナンドレア・ノセダ(指揮)、ナレク・アフナジャリャン(Vc)
曲目/ハイドン：チェロ協奏曲第1番 ハ長調 Hob.VIIb-1

ラフマニノフ：交響的舞曲 Op.45 
開演/19:00
料金/S8,800〜D3,600 （7/29発売）
問/N響ガイド　03-5793-8161

日本フィルハーモニー交響楽団
第705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8番 変ホ長調 Op.83

ショスタコーヴィチ：交響曲第12番 ニ短調 Op.112 「1917年」
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）

徳江陽子ピアノコンサート
開演/19:00
料金/自由5,000　学生3,000 （7月中旬発売）
問/徳江陽子後援会 （チカモトオフィス内）　090-4747-2882

東京フィルハーモニー交響楽団
第912回定期演奏会
出演/アンドレア・バッティストーニ(指揮)、マルコ・スポッティ (メフィストーフェレ)、

ジャンルーカ・テッラノーヴァ (ファウスト)、マリア・テレーザ・レーヴァ (マル
ゲリータ/エレーナ)、新国立劇場合唱団、他

曲目/ボーイト：オペラ 『メフィストーフェレ』 (演奏会形式・日本語字幕付き)
開演/19:00
料金/SS15,000〜C5,500 （7/23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）

田上紳 フルートリサイタル
出演/岡部公子、神田梨沙(Pf)、谷昌紀(Trp)
開演/19:00　料金/自由5,000
問/聖音楽事務所　03-3395-3387

エフゲニー・キーシン ピアノ・リサイタル
曲目/ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第29番 変ロ長調 ｢ハンマークラヴィーア｣

ラフマニノフ：『13の前奏曲』 Op.32より、他
開演/19:00　料金/S21,000〜D9,000、他
問/ジャパン・アーツぴあ　03-5774-3040

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの公演がございます）

高嶋ちさ子(Vn) 12人のヴァイオリニスト
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）

シンフォニエッタ静岡 第6回東京定期公演
（第55回定期公演）
出演/中原朋哉(指揮)、原田節(Pf) 
開演/14:00　料金/自由5,000　学生1,000
問/シンフォニエッタ静岡　054-204-7778

（ 公 演 予 定 ）

●ブルーローズ（小ホール）

ユウスケ ピアノ リサイタル
開演/14:00　料金/自由3,000　学生1,000
問/エクローグ音楽事務所　0940-42-8747

第12回小松英典バリトンリサイタル
出演/芳村真理(メディアパーソナリティ )、田中悠一郎(Pf) 
開演/19:00　料金/指定6,000 （7/2発売）
問/ドイツ歌曲普及協会　090-3042-7818

日本フィルハーモニー交響楽団
第705回定期演奏会
開演/14:00 （13:10〜プレトーク）
[開演時間以外は11月9日と同内容]

〈CREDIT SAISON PRESENTS〉

ホセ・カレーラス テノール・リサイタル 2018
ノスタルジア
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）

弓張美季 ピアノ リサイタル
開演/14:00  料金/自由4,000 （8/20発売）
問/パシフィック・コンサート・マネジメント　03-3552-3831

（リハーサル）

●ブルーローズ（小ホール）
ウィーン・フィルハーモニー ウィーク イン ジャパン 2018

ウィーン・フィル首席奏者によるマスタークラス
〈ファゴット〉

講師/ソフィー・ダルティガロング(Fg)
開始/19:00　聴講/自由1,000 （7/27発売）
問/サントリーホール　0570-55-0017

読売日本交響楽団第583回定期演奏会
出演/デニス・ラッセル・デイヴィス(指揮)、エマニュエル・パユ(Fl)、

マリー・ピエール・ラングラメ(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 K.299(297c)

アダムズ：シティ・ノワール、他
開演/19:00
料金/S7,500〜C4,000 （7/14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）
レインボウ21 サントリーホール デビューコンサート

サントリーホール×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 （9/21発売）
問/サントリーホール　0570-55-0017

内田光子ピアノ・リサイタル
シューベルト・ソナタ プログラム
曲目/シューベルト：ピアノ・ソナタ第15番 ハ長調 D.840

シューベルト：ピアノ・ソナタ第21番 変ロ長調 D.960、他
開演/19:00
料金/S14,000〜学生1,000 （7/29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
第378回名曲コンサート
出演/西本智実(指揮)、岡田奏(Pf)
曲目/ラフマニノフ：パガニーニの主題による狂詩曲 Op.43

ムソルグスキー (ラヴェル編)：組曲 『展覧会の絵』、他
開演/14:00
料金/S9,000〜P5,000、他 （7/19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）

豊田喜代美ソプラノリサイタル
秋の瞳 ― 木下牧子の世界
出演/田中悠一郎(Pf) 
開演/14:00　料金/自由5,000　学生3,000
問/二期会チケットセンター　03-3796-1831

ユーリ・テミルカーノフ指揮
サンクトペテルブルグ・フィルハーモニー交響楽団
出演/ニコライ・ブロフ(語り)、東京音楽大学合唱団
曲目/プロコフィエフ：オラトリオ 『イワン雷帝』 Op.116 (日本語字幕付き)
開演/19:00
料金/S20,000〜D8,000
問/ジャパン・アーツぴあ　03-5774-3040

東京交響楽団第665回定期演奏会
出演/ジョナサン・ノット(指揮)、ヒンリッヒ・アルパース(Pf) 
曲目/ブラームス：ピアノ協奏曲第2番 変ロ長調 Op.83、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）

ピアニスト中島伸子 Presents Ensemble Concert
2018 Autumn
出演/大沢聡 (オカリナ、ゲスト) 、他
開演/9:30　料金/未定
問/中島伸子音楽事務所　090-9014-9141

エドゥアルド・デルガード ピアノコンサート and うさと座公演
和・輪・把 -around the world-
開演/17:30　料金/自由8,000、他
問/和・輪・把-around the world-実行委員会

090-7863-8060（肥田）/090-4020-1538（七瀬）

NHK交響楽団第1898回定期公演
[11月14日と同内容]

●ブルーローズ（小ホール）

石田菊香ピアノ・リサイタル
開演/19:00　料金/自由4,500 
問/石田　042-342-4093

都響プロムナードコンサートNo.380
出演/ミヒャエル・ザンデルリンク(指揮)
曲目/ヒンデミット：ウェーバーの主題による交響的変容

ベートーヴェン：交響曲第7番 イ長調 Op.92、他
開演/14:00
料金/S6,500〜P3,200 （7/20発売）
問/都響ガイド　0570-056-057

●ブルーローズ（小ホール）

ミックコンサート2018
30th Anniversary Gala Concert
出演/ミック会員
開演/14:00　入場/関係者
問/ミック　03-3460-0139

アラン・ギルバート指揮
NDRエルプフィルハーモニー管弦楽団
出演/エレーヌ・グリモー (Pf)
曲目/ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第4番 ト長調 Op.58

ブルックナー：交響曲第7番 ホ長調
開演/19:00
料金/Pt25,000〜D5,000
問/カジモト・イープラス　0570-06-9960

●ブルーローズ（小ホール）

アレクセイ・リュビモフ　ピアノ・リサイタル
～ヒストリカル・インストルメントを求めて～
開演/19:00　料金/SS7,000　指定5,500、他
問/MCSヤング・アーティスト　050-3479-9826

ウィーン・フィルハーモニー ウィーク イン ジャパン 2018 

サントリーホール＆ウィーン・フィルの青少年プログラム
出演/フランツ・ウェルザー=メスト(指揮)
開演/11:30 （予定） ※学校単位の募集 （要事前申込）
問/サントリーホール企画制作部　03-3505-1010
ダイワハウス スペシャル

フランツ・ウェルザー=メスト指揮
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
出演/ラン・ラン(Pf)
曲目/モーツァルト：ピアノ協奏曲第24番 ハ短調 K.491

ブラームス：交響曲第2番 ニ長調 作品73、他
開演/19:00　料金/S37,000〜D14,000
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）

〈富士電機スーパーコンサート〉

マリス・ヤンソンス指揮
バイエルン放送交響楽団
出演/エフゲニー・キーシン(Pf) 
曲目/リスト：ピアノ協奏曲第1番 変ホ長調 S.124/R.455

ストラヴィンスキー：バレエ音楽 「春の祭典」
開演/19:00
料金/S42,000〜D10,000
問/ジャパン・アーツぴあ　03-5774-3040

●ブルーローズ（小ホール）

合唱団モア 第一回コンサート
出演/早川純(バンドネオン)、小島りち子(M-s)、長谷川佳代、有本泰子(S) 
開演/14:00　料金/自由2,000 （9/3発売）
問/事務局（公森）　03-5382-2285

（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）

（ 休 館 日 ）

ウィーン・フィルハーモニー ウィーク イン ジャパン 2018
フランツ・ウェルザー=メスト指揮ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
無料公開リハーサル
10:00〜13:00 （予定）　入場/無料 （要事前応募）
※応募詳細8月以降ホームページなどで発表
ダイワハウス スペシャル
フランツ・ウェルザー=メスト指揮
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
曲目/ブルックナー：交響曲第5番 変ロ長調 WAB 105 (ノヴァーク版)
開演/16:00　料金/S37,000〜D14,000
問/サントリーホール　0570-55-0017
●ブルーローズ（小ホール）

山形由美 (Fl) プレゼンツ 大人のためのトーク＆コンサート
由美の部屋～旅するフルート Vol.1
出演/干場義雅(トーク)、芦川真理子(Pf) 　開演/14:00 
料金/指定8,000　問/コンサートイマジン　03-3235-3777

サントリーホール 作曲家の個展ⅠⅠ2018
金子仁美×斉木由美
出演/沼尻竜典(指揮)、野平一郎(Pf)、東京都交響楽団
曲目/金子仁美：オーケストラのための新作

斉木由美：オーケストラのための新作
〈2曲ともにサントリー芸術財団委嘱作品・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〜学生1,000 （7/18発売）
問/サントリーホール　0570-55-0017

●ブルーローズ（小ホール）

川島ケイジ(Vo)×ソノダオーケストラ 
String Quartet
出演/園田涼(Pf)、島田光理、大槻桃斗(Vn)、三田悠(Va)、大浦萌(Vc)
開演/19:00　料金/指定6,900
問/ヒルストン・エンタープライズ　080-6202-9567

ウィーン・フィルハーモニー ウィーク イン ジャパン 2018
ダイワハウス スペシャル
ウィーン・フィルハーモニー ウィーク イン ジャパン 2018 オープニング

室内楽スペシャル 《ウィーン・フィル オペラを謳う》
出演/ウィーン・フィル メンバー
曲目/モーツァルト：ハルモニームジークによるオペラ・メドレー、他
開演/19:00　料金/S18,000〜学生2,000
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）

〈富士電機スーパーコンサート〉

マリス・ヤンソンス指揮
バイエルン放送交響楽団
出演/エフゲニー・キーシン(Pf) 
曲目/リスト：ピアノ協奏曲第1番 変ホ長調 S.124/R.455

R.シュトラウス：交響詩 「英雄の生涯」 Op.40
開演/19:00
料金/S42,000〜D10,000
問/ジャパン・アーツぴあ　03-5774-3040

●ブルーローズ（小ホール）

辰巳真理恵ソプラノリサイタル
出演/斉藤雅昭(Pf)
開演/19:00　料金/指定3,500 （7/2発売）
問/タクスオフィス　03-3483-3951
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