


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：6 月27日（木）

7 月25日（木）
9 月19日（木）

10月10日（木）
11月 8 日（金）

●　  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。

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

〈表紙について〉
　サントリーホールは、19世紀を代表するフランスのピア

ノ製造会社、エラールが1867年にパリで製作した演奏会

用のグランド・ピアノを所有しています。このピアノは、リス

トやショパンも弾いたとされる19世紀の名器・エラール

の中でも、数少ない大型であり、カエデの木目が生かされ

ています。

　第二次世界大戦の動乱を奇跡的にくぐり抜け、パリから

日本にもたらされたこのピアノは、福澤諭吉の孫、進太郎

に嫁いだソプラノ歌手・福澤アクリヴィ（1916～2001）が自

宅で愛用していた歴史的価値のある貴重な一台で、2004

年に、福澤家よりサントリーホールが譲り受けたものです。

サントリー芸術財団は、

おかげさまで50周年を迎えることができました。

心うるおす、未来を咲かす。
芸術を基点に、より良い未来を切りひらく取り組みを、

これからも続けてまいります。

（関係者のみの公演がございます）

●ブルーローズ（小ホール）

（リハーサル）

●ブルーローズ（小ホール）
サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン

アジアンサンブル＠TOKYO
出演/ハン・スジン(Vn)、宮田大(Vc)、パヴェル・コレスニコフ(Pf)
曲目/ブラームス：ピアノ三重奏曲第1番 ロ長調 作品8(改訂版)、他
開演/19:00
料金/指定6,000 サイドビュー 4,500 学生1,000 （3/2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）

（ 休 館 日 ）

チョン・ミン指揮イタリア交響楽団
出演/イヴァン・クルパン(Pf)
開演/19:00　料金/S10,000〜C4,000、他
問/日本アーティストチケットセンター　03-5305-4545
●ブルーローズ（小ホール）
サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン

プレシャス 1 pm
Vol. 1 クラリネット五重奏の深遠
出演/渡辺玲子、池田菊衛(Vn)、磯村和英(Va)、毛利伯郎(Vc)、

コハーン・イシュトヴァーン(Cl)
時間/13:00〜14:00
料金/指定2,500 サイドビュー1,500 ペア4,000 （3/2発売）

クス・クァルテット(弦楽四重奏)
ベートーヴェン・サイクル Ⅱ
開演/19:00　料金/指定5,000 サイドビュー 3,500 学生1,000 （3/2発売）
問/サントリーホール　0570-55-0017

ＮＨＫ交響楽団第1917回定期公演
出演/パーヴォ・ヤルヴィ (指揮)、ロジェ・ムラロ(Pf)、

シンシア・ミラー (オンド･マルトノ)
曲目/メシアン：トゥランガリラ交響曲
開演/19:00
料金/S8,800〜D3,600 （3/3発売）
問/N響ガイド　03-5793-8161

●ブルーローズ（小ホール）

江口玲 ピアノリサイタル
開演/19:00
料金/指定5,000 （4/1発売）
問/タカギクラヴィア　03-3770-9611

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/龍田優美子(Org)
時間/12:15〜12:45　入場/無料
問/サントリーホール　0570-55-0017

前橋汀子(Vn) アフタヌーン・コンサート Vol.15
出演/ヴァハン・マルディロシアン(Pf)
曲目/ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第5番 ヘ長調 Op.24 「春」

ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第3番 ニ短調 Op.108、他
開演/14:00
料金/指定3,500
問/カジモト・イープラス　0570-06-9960

●ブルーローズ（小ホール）
サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン

オープニング　堤 剛プロデュース 2019
～サントリー芸術財団50周年記念～
出演/堤剛、築地杏里(Vc)、CMAアンサンブル
曲目/ハイドン：チェロ協奏曲第1番 ハ長調 Hob. Ⅶb:1、他
開演/18:00
料金/指定5,000 サイドビュー 3,500 学生1,000 （3/2発売）
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）

●ブルーローズ（小ホール）
サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン

CMGスペシャル
車いす利用者のための室内楽演奏会
出演/渡辺玲子、池田菊衛(Vn)、磯村和英(Va)、毛利伯郎(Vc)、

コハーン・イシュトヴァーン(Cl)
開演/11:10　入場/関係者招待のみ
問/サントリーホール企画制作部　03-3505-1010

辻井伸行(Pf)
ヴァン・クライバーン国際ピアノ・コンクール
優勝10周年記念 特別コンサート
出演/三浦文彰、川久保賜紀(Vn)、川本嘉子(Va)、向山佳絵子(Vc)、

ニール・トムソン(指揮)、東京交響楽団
曲目/ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番、他
開演/19:00　料金/S15,000〜P10,000 （3/17発売）
問/チケットスペース　03-3234-9999
●ブルーローズ（小ホール）
サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン

クス・クァルテット(弦楽四重奏)
ベートーヴェン・サイクル Ⅳ
曲目/ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第15番、第13番「大フーガ付」
開演/19:00
料金/指定5,000 サイドビュー 3,500 学生1,000 （3/2発売）
問/サントリーホール　0570-55-0017

読売日本交響楽団
第623回名曲シリーズ
出演/小林研一郎(指揮)、キム・ボムソリ(Vn)
曲目/ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲第1番 ト短調 Op.26

フランク：交響曲 ニ短調、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

東京都交響楽団第880回定期演奏会
出演/クシシュトフ・ペンデレツキ(指揮)、庄司紗矢香(Vn)
曲目/ペンデレツキ：ヴァイオリン協奏曲第2番 「メタモルフォーゼン」(1992-95)

ベートーヴェン：交響曲第7番 イ長調 Op.92、他
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）

男声合唱団シンサーンズ 2019年コンサート
出演/滝野豊(指揮)、浅海由紀子(Pf)
開演/14:00
料金/自由1,000 （3/18発売）
問/豊田　090-4060-2126

都響プロムナードコンサート No.382
出演/アンドリュー・リットン(指揮)、三浦文彰(Vn)
曲目/コルンゴルト：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.35

ドヴォルザーク：交響曲第9番 ホ短調 Op.95 B178 「新世界より」、他
開演/14:00
料金/S6,500〜P3,200
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 チェンバーミュージック・ガーデン

クス・クァルテット(弦楽四重奏)
ベートーヴェン・サイクル Ⅰ
曲目/ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第1〜6番
開演/14:00
料金/指定5,000 サイドビュー 3,500 学生1,000 （3/2発売）
問/サントリーホール　0570-55-0017

●ブルーローズ（小ホール）
サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン

ディスカバリーナイト Ⅰ
出演/ジョン・健・ヌッツォ(T)、岡原慎也(Pf)、トリオ デルアルテ
曲目/シューベルト：歌曲集『美しき水車屋の娘』D.795

ハイドン：『スコットランドとウェールズの民謡歌曲集』より、他
開演/19:30
料金/指定4,000 サイドビュー 2,500 ペア7,000 （3/2発売）
問/サントリーホール　0570-55-0017

読売日本交響楽団第589回定期演奏会
出演/山田和樹(指揮)、アルビナ・シャギムラトヴァ (S)
曲目/グリエール：コロラトゥーラ・ソプラノのための協奏曲 Op.82

カリンニコフ：交響曲第1番 ト短調
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）
サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン

クス・クァルテット(弦楽四重奏)
ベートーヴェン・サイクル Ⅴ
曲目/ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第14番、第16番

マントヴァーニ：弦楽四重奏曲第6番「ベートヴェニアーナ」
開演/19:00
料金/指定5,000 サイドビュー 3,500 学生1,000 （3/2発売）
問/サントリーホール　0570-55-0017

ＮＨＫ交響楽団第1917回定期公演
[6月19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711回定期演奏会
開演/14:00 （13:10〜プレトーク）
[開演時間以外は6月7日と同内容]

●ブルーローズ（小ホール）
サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン

ENJOY! 室内楽アカデミー・フェロー演奏会 Ⅰ
出演/タレイア・クァルテット、チェルカトーレ弦楽四重奏団、アミクス

弦楽四重奏団、トリオ デルアルテ、練木繁夫(Pf・特別ゲスト)
開演/11:00　料金/指定1,000 （3/2発売）

クス・クァルテット(弦楽四重奏)
ベートーヴェン・サイクル Ⅲ
開演/19:00
料金/指定5,000 サイドビュー 3,500 学生1,000 （3/2発売）
問/サントリーホール　0570-55-0017

東京交響楽団第671回定期演奏会
出演/ユベール・スダーン(指揮)、菊池洋子(Pf)
曲目/シューマン：ピアノ協奏曲 イ短調 Op.54

チャイコフスキー：マンフレッド交響曲 Op.58、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）
サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン

ENJOY! 室内楽アカデミー・フェロー演奏会 Ⅱ
出演/クァルテット・インテグラ、クァルテット・ポワリエ、トリオ・ムジカ、

アンサンブル・ラロのメンバー (特別ゲスト)
開演/11:00　料金/指定1,000 （3/2発売）
アンサンブル・ラロ
結成15周年のピアノ四重奏
開演/19:00
料金/指定4,500 サイドビュー 3,000 学生1,000 （3/2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
渡邉暁雄生誕100周年記念演奏会
出演/藤岡幸夫(指揮)、渡邉康雄、渡邉規久雄、寺田悦子(Pf)、

日本フィルハーモニー協会合唱団
曲目/シベリウス：交響曲第5番 変ホ長調 Op.82、他
開演/14:00　料金/S8,000〜C5,000、他 （3/7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）

Nikikai Days@Blue Rose 2019
第2日 中島康晴プロデュース

『愛の妙薬』ハイライト(語り付き)
出演/山口清子(S)、中島康晴(T)、大沼徹(Br)、畠山茂(Bs-br)、

仲田淳也(Pf)、彌永耕一(語り)
開演/14:00
料金/指定(プレミアム)6,000　指定4,500、他 （3/15発売）
問/二期会チケットセンター　03-3796-1831

日本フィルハーモニー交響楽団
第711回定期演奏会
出演/ピエタリ・インキネン(指揮)、諏訪内晶子(Vn)
曲目/サロネン：ヴァイオリン協奏曲

シベリウス：組曲『レンミンカイネン』 ― 4つの伝説、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）
サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン

プレシャス 1 pm
Vol. 2 服部百音(Vn)の室内楽
出演/青柳晋、坂口由侑(Pf)、奥泉貴圭(Vc)
曲目/プロコフィエフ：ヴァイオリン・ソナタ第1番 ヘ短調、他
時間/13:00〜14:00
料金/指定2,500 サイドビュー1,500 ペア4,000 （3/2発売）
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922回定期演奏会
出演/沼尻竜典(指揮)、中島郁子(M-s)、ダニエル・ブレンナ(T)
曲目/ベートーヴェン：交響曲第6番 「田園」

マーラー：大地の歌
開演/19:00　料金/SS15,000〜C5,500 （3/25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）
サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン

プレシャス 1 pm
Vol. 4 第一人者の華麗な交歓
出演/吉野直子(Hrp)、池松宏(DB)
曲目/サン=サーンス：ファゴット･ソナタ (コントラバス版)
時間/13:00〜14:00
料金/指定2,500 サイドビュー1,500 ペア4,000 （3/2発売）
問/サントリーホール　0570-55-0017

●ブルーローズ（小ホール）

Nikikai Days@Blue Rose 2019
第1日 女は皆こうしたもの…？

『コジ・ファン・トゥッテ』ハイライト
出演/吉田美咲子、渡邉絵美子(S)、加賀ひとみ(M-s)、鈴木准(T)、

寺西一真(Br)、鹿野由之(Bs-br)、髙木由雅(Pf)
開演/19:00
料金/指定（プレミアム）6,000　指定4,500、他 （3/15発売）
問/二期会チケットセンター　03-3796-1831

（ 公 演 予 定 ）

●ブルーローズ（小ホール）

クリスタルジョイント－63
《空へ、優雅に、思うがままに》
出演/大西さやか、正木文惠(Pf)、唐澤裕美(M-s)、他
開演/18:30
料金/自由4,000 （5/20発売）
問/シド音楽企画　03-3465-6115

フジコ・ヘミング(Pf) 
デビュー 20周年記念特別コンサート
曲目/リスト：ラ・カンパネラ、他
開演/15:00
料金/S12,000〜C6,000
問/コンサート・ドアーズ　03-3544-4577

●ブルーローズ（小ホール）

栗原利佳(S)　ニコラ・ロッシ・ジョルダーノ(T)
デュオリサイタル
出演/ディエゴ・ピッチョーニ(Va)、高田剛志(Vc) 
開演/14:30
料金/自由5,000 （4/1発売）
問/栗原利佳後援会　080-3411-3565

第25回 ブラームス国際コンクール
優勝者披露特別コンサート
出演/宮城敬雄(指揮)、ルカ・ジョバンニニ(Vc)、

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
曲目/ドヴォルザーク：チェロ協奏曲 ロ短調 Op.104、他
開演/13:30　料金/指定（1F）5,000〜指定（RA/LA）3,000
問/日欧芸術文化振興会　03-3443-1524
●ブルーローズ（小ホール）
サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン

エラールの午后
～第１回ショパン国際ピリオド楽器コンクール優勝者を迎えて～
出演/トマシュ・リッテル(Pf)、原田陽、堀内由紀(Vn)、

廣海史帆(Va)、新倉瞳(Vc)、今野京(DB)
曲目/ショパン：ピアノ協奏曲第2番 ヘ短調 作品21(室内楽版)、他
開演/14:00
料金/指定4,500 サイドビュー 3,000 学生1,000 （3/2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381回名曲コンサート
出演/ピエタリ・インキネン(指揮)、ペッカ・クーシスト(Vn)
曲目/シベリウス：ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 Op.47

ドヴォルジャーク：交響曲第9番 変ホ短調 Op.95 「新世界より」、他
開演/14:00　料金/S7,000〜P3,000、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）
サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン

フィナーレ 2019
出演/原田幸一郎、池田菊衛(Vn)、磯村和英(Va)、堤剛、毛利伯郎(Vc)、

池松宏(DB)、コハーン・イシュトヴァーン(Cl)、福川伸陽(Hrn)、竹
島悟史(Perc)、クス・クァルテット、アンサンブル・ラロ、CMAア
ンサンブル、室内楽アカデミー選抜アンサンブル

開演/14:00
料金/指定7,000 サイドビュー 5,500 学生1,000 （3/2発売）
問/サントリーホール　0570-55-0017

京都市交響楽団 東京公演
出演/広上淳一(指揮)、五嶋龍(Vn)
曲目/コルンゴルト：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.35

ラフマニノフ：交響的舞曲 Op.45、他
開演/17:00
料金/S6,500〜P3,000 
問/AMATI　03-3560-3010

●ブルーローズ（小ホール）

Nikikai Days@Blue Rose 2019
第3日 奇跡の“驚”演!! 

『フィガロの結婚』ダイジェスト版
出演/大島幾雄、黒田博(Br)、大倉由紀枝、澤畑恵美(S)、井坂惠、

秋葉京子(M-s)、福井敬(T)、池田直樹(Bs-br)、藤川志保(Pf)
開演/14:00
料金/指定(プレミアム)6,000　指定4,500、他 （3/15発売）
問/二期会チケットセンター　03-3796-1831

辻井伸行(Pf)
ヴァン・クライバーン国際ピアノ・コンクール
優勝10周年記念 特別コンサート
出演/三浦文彰、川久保賜紀(Vn)、川本嘉子(Va)、向山佳絵子(Vc)、

ニール・トムソン(指揮)、東京交響楽団
曲目/ショパン：ピアノ協奏曲第1番、他
開演/14:00　料金/S15,000〜P10,000 （3/17発売）
問/チケットスペース　03-3234-9999
●ブルーローズ（小ホール）
サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン
プレシャス 1 pm Vol. 3 親密な至極のデュオ
出演/小山実稚恵(Pf)、堤剛(Vc)　時間/13:00〜14:00
料金/指定2,500 サイドビュー1,500 ペア4,000 （3/2発売）
ディスカバリーナイト Ⅱ
出演/菊本和昭(Trp)、竹島悟史(Perc)、新居由佳梨(Pf)
開演/19:30　料金/指定3,500 サイドビュー 2,000 ペア6,000 （3/2発売）
問/サントリーホール　0570-55-0017

●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。

6月公演最新情報はこちら



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：7 月25日（木）

9 月19日（木）
10月10日（木）
11月 8 日（金）
12月19日（木）

●　  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。

●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。

7月公演最新情報はこちら

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

●　  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）。
　7月対象公演を2名1組で6組、計12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。

クリスティアン・アルミンク指揮
ベルギー王立リエージュ・フィルハーモニー管弦楽団
出演/小林愛実(Pf)
曲目/モーツァルト：ピアノ協奏曲第20番 ニ短調 K.466

ブラームス：交響曲第1番 ハ短調 Op.68、他
開演/19:00
料金/Pt20,000〜D4,000
問/カジモト・イープラス　0570-06-9960

●ブルーローズ（小ホール）

グリダーレ 夏の陣
出演/上本訓久(T)、今井俊輔(Br)、井向結(Pf)
開演/14:00
料金/自由5,000 （3/4発売）
問/テアトロ・プローヴァ　03-6876-7310

（ 休 館 日 ）

（ 公 演 予 定 ）

第13回 はじめてのクラシック
～中学生･高校生のために～2019
出演/小林研一郎(指揮)、北村陽(Vc)、三枝成彰(ご案内)、

東京交響楽団
開演/14:00　料金/指定1,000 （6月上旬発売）
問/メイ・コーポレーション　03-3584-1951

●ブルーローズ（小ホール）

第36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
出演/コンクール入賞者
開演/未定　料金/自由3,000 （当日3,500） （6/24発売）
問/東京国際芸術協会　03-6806-7108

〈富士通コンサートシリーズ〉

ミヒャエル・ザンデルリンク指揮
ドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団
出演/ユリア・フィッシャー (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1番 ハ短調 Op.68
開演/19:00
料金/S15,000〜D6,000
問/ジャパン・アーツぴあ　03-5774-3040

0570-00-1212 （4/1〜）

（ 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）

日本フィルハーモニー交響楽団
第45回日本フィル夏休みコンサート2019
出演/永峰大輔(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/ホルスト：組曲『惑星』より「ジュピター」

プロコフィエフ：バレエ『シンデレラ』 (日本フィル夏休みコンサート版)、他
開演/11:00・14:00
料金/子どもS3,200〜B1,800　大人S5,200〜B3,200 （4/18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36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PART3
出演/コンクール入賞者
開演/未定　料金/自由3,000 （当日3,500） （6/24発売）
問/東京国際芸術協会　03-6806-7108

〈明電舎 Presents〉

Ｎ響名曲コンサート 2019
出演/井上道義(指揮)、大萩康司(Guit)
曲目/ロドリーゴ：アランフェス協奏曲

ベルリオーズ：幻想交響曲 Op.14、他
開演/19:00
料金/SS8,500〜C2,500、他 （3/3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）

（関係者のみの公演がございます）

読売日本交響楽団
第624回名曲シリーズ
出演/ブラムウェル・トーヴェイ(指揮)、リュカ・ドゥバルグ(Pf)、

昭和音楽大学(女声Cho)
曲目/ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 Op.18

ホルスト：組曲「惑星」 Op.32
開演/19:00
料金/S7,500〜C4,000 （4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）

エベーヌ弦楽四重奏団
《ベートーヴェン・アラウンド・ザ・ワールド》

開演/19:00
料金/指定7,000
問/メロス・アーツ・マネジメント　03-3358-9005

第13回 はじめてのクラシック
～中学生･高校生のために～2019
[7月22日と同内容]

●ブルーローズ（小ホール）

第36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
出演/コンクール入賞者
開演/未定　料金/自由3,000 （当日3,500） （6/24発売）
問/東京国際芸術協会　03-6806-7108

（ 公 演 予 定 ）

●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
出演/アントニオ(Vo&Guit)、miwako(アルト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/13:00
料金/自由4,000（当日4,500）　中高生2,000　小学生1,000、他
問/アントニオ　090-4399-1223

新日本フィルハーモニー交響楽団
第607回定期演奏会〈ジェイド〉
出演/ベルトラン・ド・ビリー (指揮)、髙橋絵理(S)、

与那城敬(Br)、栗友会合唱団
曲目/ブラームス：運命の歌 Op.54

ブラームス：ドイツ・レクイエム Op.45、他
開演/19:00
料金/S8,000〜P4,000
問/新日本フィル・チケットボックス　03-5610-3815

読売日本交響楽団
第590回定期演奏会
出演/ヘンリク・ナナシ(指揮)、リュカ・ドゥバルグ(Pf)
曲目/サン=サーンス：ピアノ協奏曲第5番 ヘ長調 「エジプト風」

バルトーク：管弦楽のための協奏曲、他
開演/19:00
料金/S7,500〜C4,000 （4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）

Mika Nakashima(Vo) 
Premium Tour 2019
開演/18:30
料金/指定6,500
問/キョードー東京　0570-550-799

東京フィルハーモニー交響楽団
第924回定期演奏会
出演/チョン・ミョンフン(指揮)、クリステル・リー (Vn)
曲目/シベリウス：ヴァイオリン協奏曲

ドヴォルザーク：交響曲第9番 「新世界より」
開演/19:00
料金/SS15,000〜C5,500 （3/25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）

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/シルヴィウス・フォン・ケッセル(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883回定期演奏会
出演/アラン・ギルバート(指揮)
曲目/モーツァルト：交響曲第38番 ニ長調 K.504 「プラハ」

ブルックナー：交響曲第4番 変ホ長調 「ロマンティック」
（ノヴァーク：1878/80年版）

開演/19:00
料金/S7,500〜P3,500 （3/15発売）
問/都響ガイド　0570-056-057

倍賞千恵子(Vo) バースデイコンサート2019
with 小六禮次郎(Pf)
曲目/さくらのバラード

さよならはダンスの後に、他
開演/14:00
料金/SS8,000〜A6,000、他
問/サモンプロモーション　06-6225-2237

●ブルーローズ（小ホール）

“19世紀末のウィーン、フォルテピアノを
囲むスヴィーデン男爵のサロン”

～モーツァルトにバッハのエスプリを伝えたある貴族と天才作曲家たち～
出演/對馬哲男、東山加奈子（Vn）、鈴村大樹(Va)、村岡苑子(Vc)、

平井千絵(フォルテピアノ)
開演/14:00　料金/未定 （3月末発売）
問/ムジカキアラ　03-6431-8186

日本フィルハーモニー交響楽団
第712回定期演奏会
開演/14:00 （13:10〜プレトーク）
[開演時間以外は7月12日と同内容]

東京交響楽団第672回定期演奏会
出演/ジョナサン・ノット(指揮)、サラ・ウェゲナー (S)、ターニャ・

アリアーネ・バウムガルトナー (M-s)、東響コーラス
曲目/リゲティ：レクイエム

R.シュトラウス：死と変容 Op.24、他
開演/18:00
料金/S10,000〜C4,000
問/TOKYO SYMPHONY チケットセンター　044-520-1511

●ブルーローズ（小ホール）

石川綾子(Vn)
ジャンルレスクラシックシリーズ2019

「おとなアニメクラシック」
出演/森丘ヒロキ(Pf)　開演/18:30
料金/S7,000 （当日7,500）〜小学生5,000 （当日5,500） （5/11発売）
問/タートルミュージック　03-6427-6466

林英哲(太鼓) コンサート 2019
開演/18:30
料金/S8,000〜B5,000 （4/13発売）
問/東京音協　03-5774-3030

日本フィルハーモニー交響楽団
第712回定期演奏会
出演/広上淳一(指揮)、小山実稚恵(Pf)
曲目/フィンジ：エクローグ〜ピアノと弦楽のための Op.10

バタワース：2つのイギリス田園詩曲、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）

Mika Nakashima(Vo) 
Premium Tour 2019
[7月11日と同内容]

辻井伸行(Pf) ルシエンヌ(Trp)
パトリック・ハーン指揮
オーケストラ・アンサンブル金沢
曲目/ショスタコーヴィチ：ピアノ協奏曲第1番 ハ短調 Op.35

チャイコフスキー：弦楽セレナード ハ長調 Op.48、他
開演/19:00
料金/S10,000〜B6,000
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）

反田恭平 (Pf) 室内楽シリーズ
出演/岡本誠司(Vn)、荒木奏美(Ob)、皆神陽太(Fg)、他
開演/未定
料金/未定
問/NEXUS info　info@nexus.jpn.com

●ブルーローズ（小ホール）

サントリーアートキッズクラブ
いろいろドレドレ
―美術と音楽に親しむワークショップ＆コンサート―
出演/神崎ゆう子(お話と歌)、Music Players おかわり団
開演/11:00・14:00
料金/親子ペア2,000 こども1,000 おとな1,500 （5/20発売）
※3〜6歳のお子様を対象とした公演です。
問/サントリーホール　0570-55-0017

（ 公 演 予 定 ）

●ブルーローズ（小ホール）

サントリーアートキッズクラブ
いろいろドレドレ
―美術と音楽に親しむワークショップ＆コンサート―
[7月26日と同内容]

学習院OBブラームス合唱団
第25回記念定期演奏会
出演/岩村力(指揮)、柳原由香(S)、金子美香(A)、宮里直樹(T)、

河野克典(Bs)、東京フィルハーモニー交響楽団
曲目/ベートーヴェン：荘厳ミサ曲 Op.123、他
開演/14:00
料金/S4,500〜B3,000 （4/14発売）
問/学習院OBブラームス合唱団　090-4077-6327

（ 公 演 予 定 ）

●ブルーローズ（小ホール）

第52回 ピアノコンサート
開演/12:00
入場/関係者のみ
問/窪田　03-3314-4052

〈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」
2019年シーズン 「音楽レシピ～音楽は何でできている？」
第70回『メロディー』
出演/沼尻竜典(指揮)、錦織健(T)、坪井直樹(司会)
開演/11:00 （10:40〜プレトーク）
料金/年間会員券12,000 （4公演分）、1回券3,500
問/サントリーホール　0570-55-0017

第15回イマジン七夕スペシャル2019
「ロマンティック4大協奏曲」
出演/井﨑正浩(指揮)、渡辺克也(Ob)、正戸里佳(Vn)、朴葵姫(Guit)、

オルガ・シェプス(Pf)、東京交響楽団
開演/15:30　料金/S9,000〜P4,000、他
問/コンサートイマジン　03-3235-3777

●ブルーローズ（小ホール）

2019-2020　Summer 東京室内楽管弦楽団
0歳から入場OK！ ぼくとわたしのコンサートデビュー
～七夕編～
出演/橘直貴(指揮)、中村備生(お話とナレーション)
開演/11:00・14:00
料金/大人 （指定） 2,000 こども （0歳〜小学生・指定） 500、他 （5/8発売）
問/東京室内管弦楽団チケットサービス　03-6459-0512

10代のためのプレミアム・コンサート
大野和士(指揮)×バルセロナ交響楽団
曲目/ラヴェル：組曲『マ・メール・ロワ』

ファリャ：バレエ『三角帽子』より
開演/18:00
料金/10代：S2,500 A1,500　一般：S5,000 A3,000 （4/4発売）
問/ソニー音楽財団　03-3515-5261

●ブルーローズ（小ホール）

（ 公 演 予 定 ）

（ 公 演 予 定 ）

●ブルーローズ（小ホール）

（ 公 演 予 定 ）

（ 公 演 予 定 ）
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