
The Main Hall was designed in the vineyard style, the first in Japan. As all 2,006 seats are 
directed towards the stage ‐ just as terraces of vines are orientated towards the sun ‐ the 
sound showers down on all seats like rays of sunlight.



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：12月21日（金）

1 月24日（木）
2 月28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。

12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〉
　サントリーホールは、それ自体が素晴らしい楽器（共鳴

箱）です。

　大ホールは、建設の際の音響実験にも立ち会った世界

的指揮者、ヘルベルト・フォン・カラヤン氏からのすすめ

で、日本で初めてヴィンヤード（ぶどう畑）形式を採用しま

した。

　全2,006の客席は、ぶどうの段々畑状にステージ（太

陽）を向き、音楽の響きは太陽の光のようにすべての席に

降り注ぎます。音響的にも視覚的にも演奏者と聴衆が一

体となり、互いに臨場感あふれる音楽体験を共有するこ

とができる空間として、国内外で高い評価を得ています。

第3回 オペラ歌手 紅白対抗歌合戦
～声魂真剣勝負～
出演/ロメリー・プフント、沼尻竜典(指揮)、林美智子(M-s)、

村上敏明(T)、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/スペシャル・シート8,500〜P3,500
問/テンポプリモ　03-3524-1221

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの使用がございます）

平成30年度 港区立小学校音楽鑑賞教室
出演/東京交響楽団、他
開演/10:20
料金/指定500 （11月発売）
問/KISSポートチケットセンター　03-5413-7021

東京都交響楽団第868回定期演奏会
出演/アラン・ギルバート(指揮)
曲目/シューマン：交響曲第1番 変ロ長調 Op.38 「春」

ストラヴィンスキー：バレエ音楽『春の祭典』、他
開演/19:00
料金/S8,000〜P4,000
問/都響ガイド　0570-056-057

●ブルーローズ（小ホール）

（ 公 演 予 定 ）

ダニエル・ハーディング指揮パリ管弦楽団
出演/イザベル・ファウスト(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6番 ヘ長調 Op.68 「田園」、他
開演/19:00
料金/Pt31,000〜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）

サントリーホールのクリスマス・イヴ 2018
Shall We Music?
出演/川瀬賢太郎(指揮)、東京佼成ウインドオーケストラ、他
曲目/ショスタコーヴィチ：祝典序曲 作品96

バーンスタイン：『キャンディード』序曲、他
開演/14:00
料金/S7,000〜B5,000、他 （9/29発売）
問/サントリーホール　0570-55-0017

●ブルーローズ（小ホール）

第73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） （11/26発売）
問/東京国際芸術協会　03-6806-7108

サントリーホール ジルヴェスター・コンサート 2018-2019
ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団
出演/アナ・マリア・ラビン(S)、トーマス・ブロンデル(T)、アレクサ

ンダー・ジョエル(指揮)、バレエ・アンサンブルSVOウィーン
曲目/J.シュトラウスⅡ世：ポルカ・シュネル『雷鳴と稲妻』作品324

カールマン：オペレッタ『チャールダーシュの女王』より「踊りたい」、他
開演/22:00 （0:20終演予定）
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）

ドイツ・グラモフォン120周年記念
ガラ・コンサート
出演・曲目/未定
開演/19:00
料金/未定
問/ユニバーサル ミュージック カスタマー・サービスセンター

045-330-7213

●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1902回定期公演
出演/ウラディーミル・フェドセーエフ(指揮)、NHK東京児童合唱団
曲目/チャイコフスキー：バレエ音楽『くるみ割り人形』 Op.71
開演/19:00
料金/S8,800〜D3,600 （11/4発売）
問/N響ガイド　03-5793-8161

〈FUJITSU Presents Concert〉

読売日本交響楽団『第九』特別演奏会
出演/マッシモ・ザネッティ (指揮)、アガ・ミコライ(S)、清水華澄(M-s)、

トム・ランドル(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」、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）

（関係者のみの公演がございます）

都響スペシャル「第九」
出演/小泉和裕(指揮)、安井陽子(S)、富岡明子(M-s)、福井敬(T)、

甲斐栄次郎(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35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PART2
開演/未定
料金/自由3,000 （当日3,500） （11/26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」
2018シーズン 音楽と感情 第68回 楽しんで ヽ(^o^)丿
出演/飯森範親(指揮)、他　開演/11:00　料金/１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

ワレリー・ゲルギエフ指揮
ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団
出演/ユジャ・ワン(Pf)
開演/18:00　料金/S33,000〜D14,000 
問/カジモト・イープラス　0570-06-9960
●ブルーローズ（小ホール）

日本国憲法企画「憲法を詩おう♪コンテスト
～あなたの思いをメロディに乗せて～」表彰式＆演奏会
開演/14:00　入場/無料 （先着順）
問/日本弁護士連合会 人権第二課　03-3580-9507

●ブルーローズ（小ホール）

第1回 哀しみのモーツァルト
ーモーツァルト短調作品プログラムー
出演/仲道郁代(Pf)、小林沙羅(S)、崔文洙(Vn)、崔文洙弦楽

五重奏団、三枝成彰(お話)
開演/19:00
料金/自由5,000
問/メイ・コーポレーション　03-3584-1951

都響スペシャル
出演/アラン・ギルバート(指揮)
曲目/シューマン：交響曲第1番 変ロ長調 Op.38 「春」

ストラヴィンスキー：バレエ音楽『春の祭典』、他
開演/19:00
料金/S8,000〜P4,000
問/都響ガイド　0570-056-057

●ブルーローズ（小ホール）

佐野成宏(T)＆ラッファエレ・コルテージ(Pf)
クリスマスコンサート 2018
開演/19:00
料金/S7,000 （9/8発売）
問/オペラ王国社　03-6680-6715

ダニエル・ハーディング指揮パリ管弦楽団
曲目/ベートーヴェン：交響曲第6番 ヘ長調 Op.68 「田園」

マーラー：交響曲第1番 ニ長調 「巨人」
開演/19:00
料金/Pt31,000〜D9,000
問/カジモト・イープラス　0570-06-9960

日本フィルハーモニー交響楽団
第九特別演奏会2018
出演/小林研一郎(指揮)、市原愛(S)、山下牧子(A)、錦織健(T)、

青山貴(Br)、武蔵野合唱団
曲目/ベートーヴェン：交響曲第9番 ニ短調 Op.125 「合唱付き」、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35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PART1
開演/未定
料金/自由3,000 （当日3,500） （11/26発売）
問/東京国際芸術協会　03-6806-7108

（ 休 館 日 ）

東京交響楽団特別演奏会
「第九と四季」2018

開演/14:00
[開演時間以外は12月28日と同内容]

東京交響楽団特別演奏会
「第九と四季」2018

出演/秋山和慶(指揮&Cemb)、辻彩奈(Vn)、中村恵理(S)、藤村
実穂子(M-s)、西村悟(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』より 「春」 「冬」
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/SS15,000〜C4,000、他
問/TOKYO SYMPHONY チケットセンター　044-520-1511

ワレリー・ゲルギエフ指揮
ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団
出演/ユジャ・ワン(Pf)
曲目/プロコフィエフ：ピアノ協奏曲第3番 ハ長調 Op.26

ブルックナー：交響曲第9番 ニ短調 （ノーヴァク版）
開演/14:00
料金/S33,000〜D14,000 
問/カジモト・イープラス　0570-06-9960

●ブルーローズ（小ホール）

桐朋学園第100回記念 室内楽演奏会
開演/未定　料金/未定
問/桐朋学園大学事務局演奏課　03-3307-4158

ディズニー・オン･クラシック
～まほうの夜の音楽会2018

“Find Your Hero ～そして君のもとへ”
出演/ブラッド・ケリー (指揮)、オーケストラ・ジャパン
曲目/『ヘラクレス』より、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）

（ 公 演 予 定 ）

ＮＨＫ交響楽団第1902回定期公演
[12月12日と同内容]

読売日本交響楽団第617回名曲シリーズ
出演/マッシモ・ザネッティ (指揮)、アガ・ミコライ(S)、清水華澄(M-s)、

トム・ランドル(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

〈かんぽ生命 presents〉

Ｎ響第九 Special Concert
出演/マレク・ヤノフスキ(指揮)、藤谷佳奈枝(S)、加納悦子(M-s)、

ロバート・ディーン・スミス(T)、アルベルト・ドーメン(Br)、
勝山雅世(Org)、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/S17,500〜C8,000、他 （9/30発売）
問/N響ガイド　03-5793-8161

●ブルーローズ（小ホール）

（関係者のみの使用がございます）

日本フィルハーモニー交響楽団
第706回定期演奏会
開演/14:00 （13:10〜プレトーク） [開演時間以外は12月7日と同内容]

イーヴォ・ポゴレリッチ ピアノ・リサイタル
開演/19:00　料金/Pt18,000〜C5,000
問/カジモト・イープラス　0570-06-9960

●ブルーローズ（小ホール）

宮田まゆみ 笙リサイタル
甦る古譜と現代に生きる笙シリーズⅣ　〈第2回〉
開演/14:00　料金/指定5,000、他
問/AMATI　03-3560-3010

インフォメーション・ディベロプメント
クリスマス・バロック・コンサート
開演/19:00 入場/関係者のみ　問/ムジカキアラ 03-6431-8186

東京交響楽団第666回定期演奏会
出演/ジョナサン・ノット(指揮)、甲藤さち(Fl)
曲目/ヴァレーズ：密度21.5、アメリカ （1927年改訂版）

R.シュトラウス：交響詩「英雄の生涯」 Op.40
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14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-フロッグ　03-3413-2321

〈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/クリスティアン・バスケス(指揮)、吉田珠代(S)、中島郁子(A)、

清水徹太郎(T)、上江隼人(Br)、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/S10,000〜C4,000 （9/18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）

クリスマスピアノコンサート
出演/栗原真知子と生徒達(Pf)
開演/13:00　入場/関係者のみ
問/栗原　03-3723-1317

平成30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706回定期演奏会
出演/沼尻竜典(指揮)、エディット・ハラー (S)
曲目/ベルク：オペラ『ヴォツェック』より「3つの断章」

マーラー：交響曲第1番 ニ長調 「巨人」
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）

（リハーサル）

新日本フィルハーモニー交響楽団
「第九」特別演奏会2018

出演/アントニ・ヴィット(指揮)、盛田麻央(S)、中島郁子(A)、
大槻孝志(T)、萩原潤(Br)、栗友会合唱団、室住素子(Org)

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〜C5,000 （9/1発売）
問/新日本フィル・チケットボックス　03-5610-3815

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/浅井美紀(Org)、辻本憲一(Trp)
12:15〜12:45　入場/無料
問/サントリーホール　0570-55-0017

第九と皇帝
出演/熊谷弘(指揮)、菊地裕介(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、東混と共に
歌う 第九を歌う会、クラシックスフィルハーモニー交響楽団

開演/18:50
料金/S9,500〜B7,000、他 （9/1発売）
問/第九と皇帝プレイガイド　03-3465-6432

●ブルーローズ（小ホール）

桑原あい(Pf)ウィズ・ストリングス
「響楽－KYOGAKU－2018」
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

東京交響楽団 オペラ「フィガロの結婚」
（演奏会形式）
出演/ジョナサン・ノット(指揮)、アラステア・ミルズ(バルトロ/アントニオ/

演出監修)、マルクス・ウェルバ(フィガロ)、リディア・トイシャー (スザ
ンナ)、アシュリー・リッチズ(伯爵)、ミア・パーション(伯爵夫人)、他

開演/13:00
料金/SS15,000〜C4,000
問/TOKYO SYMPHONY チケットセンター　044-520-1511

ヴィットリオ・グリゴーロ テノールコンサート
開演/19:00
料金/SS32,000〜D8,000、他
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）

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

日本フィルハーモニー交響楽団
第九特別演奏会2018
出演/井上道義(指揮)、菅英三子(S)、福原寿美枝(A)、錦織健(T)、

青山貴(Br)、日本フィルハーモニー協会合唱団
曲目/ベートーヴェン：序曲『コリオラン』 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/14:30
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）

ピアノコンサートXXXIII 《森の響き》
出演/渡邉麻子、浦哲也、田淵礼子、河野由香里、小室幸子(Pf)
開演/13:00
入場/要整理券
問/森の響き（原田）　082-577-9239

サントリーホール クリスマスコンサート2018
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)、森谷真理(S)、

藤村実穂子(M-s)、ザッカリー・ワイルダー (T)、ベンジャミン・ベヴァン(Bs)
開演/15:00　料金/S9,500〜P4,000、他 （9/20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19回ファンタジックなクリスマス
出演/白鳥英美子(Vo)
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

オペラ・ザ・ナイト！ Vol.10
出演/西川久仁子、KEIKO♪、新中やよい、谷本恵津子、前田満寿美(S)、他
開演/19:00　料金/自由3,500
問/国際芸術連盟　03-3356-4033



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：1月24日（木）

2月28日（木）
3月28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。

1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。

東京都交響楽団第871回定期演奏会
出演/大野和士(指揮)、パトリツィア・コパチンスカヤ(Vn)
曲目/シェーンベルク：ヴァイオリン協奏曲 Op.36

ブルックナー：交響曲第6番 イ長調 WAB106 （ノヴァーク版）
開演/19:00
料金/S8,000〜P4,000 （9/21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）

〈キユーピー100周年スペシャル〉

サントリーホール ニューイヤー・コンサート 2019
ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団
～日本オーストリア友好150周年記念～
[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）

東京交響楽団特別演奏会
ニューイヤーコンサート2019
出演/秋山和慶(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 変ロ短調 Op.23

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/14:00
料金/SS9,000〜B5,000
問/TOKYO SYMPHONY チケットセンター　044-520-1511

●ブルーローズ（小ホール）

（ 公 演 予 定 ）

ピエタリ・インキネン指揮プラハ交響楽団
ニューイヤー名曲コンサート
出演/樫本大進(Vn)
曲目/ブラームス：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.77

チャイコフスキー：交響曲第5番 ホ短調 Op.64
料金/S16,000〜D5,000
開演/19:00
問/ジャパン・アーツぴあ　03-5774-3040

〈みずほフィナンシャルグループ〉

第30回成人の日コンサート2019
出演/LEO(筝)、正戸里佳、成田達輝、大江馨、山根一仁(Vn）、

岡幸二郎、浦井健治(俳優)、加耒徹(Br)、他
曲目/ジャン・ヴァルジャンは語る『60分のレミゼ』 

（ヴィクトル・ユゴー：小説『レ・ミゼラブル』より）、他
開演/15:00　料金/S6,200〜B4,100、他 （9/22発売）
問/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707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25日と同内容]

●ブルーローズ（小ホール）

（ 公 演 予 定 ）

ＮＨＫ交響楽団第1904回定期公演
出演/トゥガン・ソヒエフ(指揮)
曲目/ブリテン：シンプル・シンフォニー Op.4

リムスキー =コルサコフ：交響組曲『シェエラザード』 Op.35、他
開演/19:00
料金/S8,800〜D3,600 （11/4発売）
問/N響ガイド　03-5793-8161

（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）

読売日本交響楽団第584回定期演奏会
出演/山田和樹(指揮)、小菅優(Pf)
曲目/藤倉大：ピアノ協奏曲第3番「インパルス」 （共同委嘱作品/日本初演）

スクリャービン：交響曲第4番 ｢法悦の詩｣ Op.54、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）

（関係者のみの使用がございます）

読売日本交響楽団第618回名曲シリーズ
出演/山田和樹(指揮)、ニコラ・アルトシュテット(Vc)
曲目/ラロ：チェロ協奏曲 ニ短調

レスピーギ：交響詩『ローマの祭』、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

〈キユーピー100周年スペシャル〉

サントリーホール ニューイヤー・コンサート 2019
ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団
～日本オーストリア友好150周年記念～
出演/アナ・マリア・ラビン(S)、トーマス・ブロンデル(T)、アレクサ

ンダー・ジョエル(指揮)、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』より「ときめく心に唇は黙し」

J.シュトラウスⅡ世：ワルツ『美しく青きドナウ』作品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）

日本フィルハーモニー交響楽団
第379回名曲コンサート
出演/下野竜也(指揮)、三浦文彰(Vn)、ヨナタン・ローゼマン(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 Op.102

ドヴォルジャーク：交響曲第9番 ホ短調 Op.95 「新世界より」、他
開演/14:30
料金/S7,000〜P3,000、他 （9/27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）

〈MIKIMOTO〉

第60回 日本赤十字社 献血チャリティ・コンサート
New Year Concert 2019
出演/小林研一郎(指揮)、仲道郁代(Pf)、東京都交響楽団
曲目/ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第5番 「皇帝」

ドヴォルザーク：交響曲第9番 「新世界より」
開演/14:00　料金/S6,000〜P2,000 （9/20発売）
問/ソニー音楽財団　03-3515-5261
●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
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 （12/7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

東京交響楽団第667回定期演奏会
出演/ロレンツォ・ヴィオッティ(指揮)、森谷真理(S)、清水華澄

(M-ｓ)、福井敬(T)、リアン・リ(Bs)、東響コーラス
曲目/ヴェルディ：レクイエム
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）

和敬ニューイヤーコンサート2019
開演/未定　料金/未定
問/和敬ニューイヤーコンサート2019実行委員会　

03-3523-3467

ニューイヤーコンサート2019
出演/真榮城孝(Bs)、吉谷真子(fl)、岩井奈美(M-s)、松島みどり、

谷本恵津子(S)、成井木綿子、佐藤千佳(Pf)
開演/19:00　料金/自由3,500 （9/12発売）
問/国際芸術連盟　03-3356-4033

東京フィルハーモニー交響楽団
第914回定期演奏会
出演/アンドレア・バッティストーニ(指揮)
曲目/ザンドナーイ：『白雪姫』

リムスキー =コルサコフ：交響組曲『シェエラザード』、他
開演/19:00
料金/SS15,000〜C5,500 （10/9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）

（リハーサル）

札幌交響楽団 東京公演2019
出演/マティアス・バーメルト(指揮)、岡田奏(Pf)
曲目/ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第4番

ブラームス：交響曲第2番、他
開演/19:00
料金/S6,000〜C3,000 （10月発売予定）
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）

ウィーン・リング・アンサンブル
ニューイヤー・コンサート 2019
曲目/スッペ：オペレッタ『詩人と農夫』序曲

J.シュトラウスⅡ：オペレッタ『こうもり』メドレー、他
開演/19:00
料金/S9,000〜B5,000 （9/30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）

（関係者のみの使用がございます）

〈キユーピー100周年スペシャル〉

サントリーホール ニューイヤー・コンサート 2019
ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団
～日本オーストリア友好150周年記念～
[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）

東京大学音楽部管弦楽団 
第104回定期演奏会
出演/三石精一(指揮)
曲目/R.シュトラウス：交響詩『死と変容』

サン=サーンス：交響曲第3番 「オルガン付き｣、他
開演/未定
料金/未定
問/東京大学音楽部管弦楽団（高島）　090-3507-6045

●ブルーローズ（小ホール）

ケイコ ボルジェソン(Pf&Vo) ニューイヤー コンサート
㊗日本・ギリシャ　友好120周年
出演/マリア・デヴィトザキ(S)、ホーカン・ボルジェソン(エレキVn)、

舛田真(ドラム)、ケイコボ・トリオ、ギリシャダンス・ケフィ
開演/14:00　料金/自由6,000 （12月発売）
問/オフィス・ケイコ（坂戸）　080-3099-3147

（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）

（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）

ＮＨＫ交響楽団第1904回定期公演
[1月16日と同内容]

東京グリーン交響楽団
第28回定期演奏会
出演/北原幸男(指揮)
曲目/チャイコフスキー：バレエ音楽『くるみ割り人形』 Op.71より

ラフマニノフ：交響曲第2番 ホ短調 Op.27
開演/14:00
料金/指定2,000 （発売日未定）
問/東京グリーン交響楽団（尾上）　070-3526-5883

●ブルーローズ（小ホール）

第14回尾高ファミリー Talk&Music  コンサート
出演/尾高忠明(司会＆Pf)、尾高遵子、尾高惇忠(Pf)、尾高綾子(M-s)、

吉井雅子(Vn)、堀了介、堀沙也香(Vc)、杉野順子(朗読)
開演/13:30　料金/自由3,000 （11/12発売）
問/テクノシップ（児嶋）　080-1233-2736

（ 休 館 日 ）

大阪フィルハーモニー交響楽団
第51回東京定期演奏会
出演/尾高忠明(指揮)、神尾真由子(Vn)
曲目/ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲第1番 ト短調 Op.26

エルガー：交響曲第1番 変イ長調 Op.55、他
開演/19:00
料金/S6,000〜C3,000 （9/11発売）
問/カジモト・イープラス　0570-06-9960

（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 オルガン プロムナード コンサート
出演/ルツィエ・ジャコヴァ (Org)
12:15〜12:45　入場/無料
問/サントリーホール　0570-55-0017

新日本フィルハーモニー交響楽団
第598回定期演奏会 〈ジェイド〉
出演/ヤン・パスカル・トルトゥリエ(指揮)、クシシュトフ・ヤブウォンスキ(Pf)
曲目/ショパン：ピアノ協奏曲第2番 ヘ短調 Op.21

チャイコフスキー：交響曲第1番 ト短調 Op.13 ｢冬の日の幻想｣、他
開演/19:00
料金/S8,000〜P4,000、他 （10/23発売）
問/新日本フィル・チケットボックス　03-5610-3815

「ジョン・ウィリアムズ」
ウインドオーケストラコンサート
出演/渡邊一正(指揮)、東京佼成ウインドオーケストラ
開演/19:00
料金/S6,000〜B4,000 （10/13発売）
問/キョードー東京　0570-550-799

日本フィルハーモニー交響楽団
第707回定期演奏会
出演/小林研一郎(指揮)、堤剛(Vc)
曲目/シューマン：チェロ協奏曲 イ短調 Op.129

チャイコフスキー：交響曲第3番 ニ長調 Op.29 ｢ポーランド｣
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）

（ 公 演 予 定 ）

（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）


	表紙
	12月
	1月

