
2018年4/1

■ 東京メトロ南北線／六本木一丁目駅（3番出口）徒歩5分
■ 東京メトロ銀座線／溜池山王駅（13番出口）徒歩7分
■ 都営01系統バス（渋谷～新橋グリーンシャトル）
　 赤坂アークヒルズ前下車

サントリーホール
ENJOY!  MUSIC  プログラムサントリーホールディングス株式会社は公益財団法人サントリー芸術財団のすべての活動を応援しています。 出入自由

入場無料

2018年 日4/1 11：00～17：00
サントリーホール

アークヒルズ  さくらまつり 2018

3/30（金）11:00～20:00

31（土）10:00～19:00

4 / 1（日）10:00～19:00

会　場　　アークヒルズ　アーク･カラヤン広場
　（サントリーホール前）

アークヒルズサウスタワー
　（六本木一丁目駅直結）

主　催　　森ビル株式会社

お問合せ      03-6406-6663　www.arkhills.com

駐車場・駐輪場はございません。お車でお越しの際は近隣の有料駐車場をご利用ください。

イラスト：S
achi-Stu

dio（奥田
幸子）

主催：サントリーホール（お問合せ ☎0570-55-0017）

サントリーホール
〒107-8403 東京都港区赤坂 1-13-1
0570-55-0017（サントリーホールチケットセンター／ 10:00～18:00、休館日を除く）

http://suntory.jp/HALL/

グルメ屋台やヒルズマルシェに加え、各種ワークショップを開催します。
オープンハウスとあわせて、ぜひお楽しみください。

2年ぶりのオープンハウスへようこそ！
アークヒルズの「さくらまつり」にあわせた春の無料イベント。
おとなもこどもも、クラシック愛好家もホールデビューの方も大歓迎！

昨年の改修工事によりさらに快適になったサントリーホールで、
たくさんのコンサートや楽しい企画にご参加ください。

時間 大ホール ロビーまわり

ステージにあがろう!
（90分）

ピアノ・トリオコンサート（30分）

＊16:10
受付終了
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オペラ名曲コンサート（30分）

ピアノ・トリオコンサート（30分）

ピアノ・トリオコンサート（30分）

ブルーローズ（小ホール）
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ガイドツアー

ガイドツアー

ガイドツアー



ミッションにしたがって、
ゴールのリハーサルルームを
めざそう！
1階クローク前にて
随時受付。

コーヒー（有料）でちょっと一息できる
くつろぎスペース。バッハ・モーツァルト・
ベートーヴェンも一休み ?!   

（ラストオーダー 16:30）。

ロビーや客席などのデザインに隠された、サントリーホール
ならではのこだわりをベテランのレセプショニストがお話し
するツアーです。各回とも10分前から、ホール正面入口右手の
チケット売場付近にて参加受付を開始します。

（各回先着 60 名）

全席自由。お荷物のみによる席の取り置きはご遠慮くださいますよう
ご協力をお願いいたします。

オペラと室内楽の二部門からなる「サントリーホール アカデミー」の
メンバーが熱気あふれるステージをお届けします。親しみやすいトーク
つき。曲目は当日のお楽しみ！（各回とも同内容）

各回入替制・15分前開場（整理券なし）。先着順につき、必ずグループ全員で
ブルーローズ入口前にお並びください。満員になり次第、安全のためご入場を
締め切らせていただきます。

※出演者・曲目に変更がある場合がございますので、あらかじめご了承ください。

昨年の改修工事により舞台の床板や客席の布地が張り替わり、
オルガンはパイプをすべてとりはずしての大規模なオーバーホールが行われました。
新しくさらに快適になった大ホールの空間を心ゆくまでお楽しみください。

オーストリアのリーガー社が製作した世界最大級のオルガン。
バラエティに富んだ音色が織りなす豊かな響きを、
バッハのオリジナル曲からオーケストラのあの名曲まで、
オルガン・エンターテイナー山口綾規が奏でます。

イェッセル（山口綾規 編）：おもちゃの兵隊の行進
J. S. バッハ：小フーガ ト短調 BWV 578
ワーグナー（E. H. レメーア 編）：ワルキューレの騎行

今年創立20周年を迎え国内外でますます躍進する横浜シンフォニエッタと、気鋭の女性指揮者・
田中祐子が初共演。ソリストにはサントリーホール オペラ・アカデミーを最優秀で修了したソプラノ
迫田美帆と、第11回ルトスワフスキ国際チェロコンクール優勝のチェリスト佐藤晴真を迎え、多彩な
プログラムをお届けします。12時開演の部では恒例の指揮者体験コーナーを、また15時45分開演
の部では、会場のみなさんで盛り上がれるお楽しみコーナーをご用意します。どうぞご期待ください！

メンデルスゾーン：交響曲第 4 番「イタリア」第 1 楽章
ヘンデル：オンブラ・マイ・フ（ソプラノ：迫田美帆）
ハイドン：チェロ協奏曲第 1 番 ハ長調 第 3 楽章（チェロ：佐藤晴真）
モーツァルト：交響曲第 41 番「ジュピター」第 4 楽章

真新しくなった大ホールのステージに立てる絶好のチャンス！
指揮台に立って記念撮影もできます。
また、P ブロックではオルガンの演奏台をすぐそばで見学できます。

当日は多くのお客様のご来場が予想されます。皆様に気持ちよい時間を
過ごしていただくために、マナー遵守にご協力をお願いいたします。

● 客席内での飲食はご遠慮ください。

● 演奏中の写真撮影・録音・録画はお断りいたします。
その他のイベントはすべて撮影可能ですが、まわりの
お客様にご配慮くださいますようお願いいたします。

● 小さなお子様をお連れの方へ：ベビーカーは、チケット売場
付近の所定の場所に駐車ください。授乳室はブルーローズ
側 B1 階化粧室の向かいにございます。

● 車椅子でご来場の方へ：ホワイエから1階席へはスロープ
で移動できます。また、ウエストエントランスからも1 階席
へお入りいただけます。2 階へはウエストエントランス奥の
エレベーターをご使用ください。車椅子・オストメイト対応
の化粧室もございます。

● 館内は禁煙です。近隣の喫煙所につきましては、スタッフに
おたずねください。

＊2公演とも同内容

＊2公演とも同内容

大ホール ロビー ほか

ブルーローズ
（小ホール）

◉ オルガン・コンサート（11:15～11:30 ／15:00～15:15）
    オルガン：山口綾規

◉ ステージにあがろう！（13:00～14:30）

◉ ホールdeおんがくテーリング
     （11:00～16:10 受付終了）

◉ カフェB・M・B

◉ ホール・ガイドツアー
    （11:30～／13:00～／14:00～／15:00～／16:15～）

◉ オーケストラ・コンサート（12:00～12:45 ／15:45～16:30）
    指揮：田中祐子／演奏：横浜シンフォニエッタ

演奏曲目

演奏曲目

◉ ピアノ・トリオコンサート（11:30～12:00／13:30～14:00／15:30～16:00）

出演：白井麻友（ヴァイオリン）、秋津瑞貴（チェロ）、高橋里奈（ピアノ）

（サントリーホール室内楽アカデミー第4期生）

◉ オペラ名曲コンサート（12:30～13:00／14:30～15:00／16:30～17:00）

出演：大田原 瑶、金子 響（ソプラノ）、細井暁子（メゾ・ソプラノ）、
村松恒矢（バリトン）、松田琴子（ピアノ）

（サントリーホール オペラ・アカデミー  アドバンスト・コース第 3 期生・修了生）
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