
Tokyo Symphony 2020/21 Season Programs 

東京オペラシティシリーズ（全6公演）
東京オペラシティコンサートホール

定期会員券：S￥32,000 A￥25,000 B￥16,500   C￥12,500

第114回 2020年4⽉18⽇(⼟) 14:00
指揮／ジョナサン・ノット
ヴァイオリン／辻彩奈

●ストラヴィンスキー：バレエ音楽「カルタ遊び」
●酒井健治：ヴァイオリン協奏曲 「G線上で」
●ベートーヴェン：交響曲 第2番

S\8,000 A\6,000 B\4,000 C\3,000

第115回 2020年6⽉20⽇(⼟) 14:00
指揮／沼尻⻯典
ピアノ／マルカンドレ・アムラン

●ベートーヴェン：ピアノ協奏曲 第5番「皇帝」
●ベートーヴェン：交響曲 第3番「英雄」

S\7,000 A\6,000 B\4,000 C\3,000

第116回 2020年7⽉18⽇(⼟) 14:00
指揮／ジョナサン・ノット
ヴィオラ／ディミトリ・ムラト

●ムソルグスキー：はげ山の一夜（原典版）
●ベリオ：声 （フォーク･ソングⅡ）
●チャイコフスキー：交響曲 第6番「悲愴」

S\8,000 A\6,000 B\4,000 C\3,000

第117回 2020年9⽉5⽇(⼟) 14:00
指揮&ピアノ／マキシム・エメリャニチェフ

●ハイドン：交響曲 第103番「太鼓連打」
●モーツァルト：ピアノ協奏曲 第20番
●ベートーヴェン：交響曲 第5番「運命」

S\7,000 A\6,000 B\4,000 C\3,000

第684回 第685回  第77回 第78回 第118回 2020年10⽉3⽇(⼟) 14:00
2020年10⽉11⽇(⽇)  14:00 2020年10⽉17⽇(⼟) 18:00 2020年10⽉9⽇(⾦) 18:30 2020年10⽉15⽇(⽊) 18:30 指揮／大友直人

合唱／東響コーラス
         ほか

●なかにし礼の台本と千住明の作曲による新曲
                                                                ほか

S\8,000 A\6,000 B\4,000 C\3,000

【10/11】  【10/17】 【10/9】  【10/15】
●シェーンベルク：  ●ワーグナー： ●シェーンベルク：  ●ワーグナー：
 交響詩「ペレアスとメリザンド」  楽劇「トリスタンとイゾルデ」  交響詩「ペレアスとメリザンド」  楽劇「トリスタンとイゾルデ」
●ワーグナー：     (演奏会形式・字幕付) 第2幕、第3幕 ●ワーグナー： (演奏会形式・字幕付) 第2幕、第3幕
 楽劇「トリスタンとイゾルデ」  楽劇「トリスタンとイゾルデ」

(演奏会形式・字幕付) 第1幕 (演奏会形式・字幕付) 第1幕

第119回 2020年12⽉23⽇(⽔) 19:00
指揮／秋山和慶
ソプラノ／森野美咲

ソプラノ／ジャクリン・ワーグナー メゾソプラノ／小野美咲
メゾソプラノ／カトリオーナ・モリソン テノール／小原啓楼

●モーツァルト：ピアノ協奏曲 第21番 テノール／クリスティアン・エルスナー                バリトン／大山大輔
●シューベルト：交響曲 第8番「グレイト」 バスバリトン／リアン・リ 合唱／東響コーラス

合唱／東響コーラス 
●ベートーヴェン：「エグモント」序曲
●ベートーヴェン：交響曲 第9番「合唱付」

S\8,000 A\6,000 B\4,000 C\3,000

ピアノ／小山実稚恵  

●J.シュトラウスⅡ：ワルツ「酒、⼥、歌」 ●チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲 ニ⻑調
●ラフマニノフ：ピアノ協奏曲 第2番 ●チャイコフスキー：交響曲 第4番
●ドヴォルザーク：交響曲 第9番 「新世界より」 

 
 

川崎定期演奏会（全5公演）
ミューザ川崎シンフォニーホール

定期会員券：S￥37,000 A￥29,000 B￥21,500   C￥16,500

定期演奏会（全10公演）
サントリーホール

定期会員券：S￥67,000 A￥53,000 B￥44,000   C￥33,500

●ベートーヴェン：「プロメテウスの創造物」序曲
●ベートーヴェン：ピアノ協奏曲 第3番
●メンデルスゾーン：交響曲 第3番「スコットランド」

S\8,000 A\6,000 B\4,000 C\3,000 P\2,500

第75回 2020年4⽉26⽇(⽇) 14:00
指揮／ジョナサン・ノット
バスバリトン／ニール・デイヴィス
合唱／東響コーラス

●藤倉大：海
●エルガー：エニグマ変奏曲
●ウォルトン：オラトリオ「ベルシャザールの饗宴」

S￥10,000 A￥8,000 B￥5,000 C￥4,000

指揮／ジョナサン・ノット

第79回 2021年1⽉17⽇(⽇) 14:00
指揮／大植英次
ヴァイオリン／⽊嶋真優

トリスタン（テノール）／ブライアン・レジスター
イゾルデ（ソプラノ）／リサ・リンドストローム

マルケ王（バス）／ミハイル・ペトレンコ
ブランゲーネ（メゾソプラノ）／クラウディア・マーンケ

クルヴェナール（バリトン）／マルクス・ヴェルバ
⽔夫、メロート、牧童（テノール）／アンジェロ・ポラック
舵手（バリトン）／高田智士
合唱／新国⽴劇場合唱団
演出／彌勒忠史

特別演奏会 「第九」2020            サントリーホール

●ベートーヴェン：交響曲 第9番「合唱付」

SS(シングル)\15,000 SS(ペア)￥26,000 S\12,000 A\9,000 B￥6,000 C￥4,000

2020年12⽉28⽇(⽉) 18:30 ／ 12⽉29⽇(⽕) 14:00
指揮／ジョナサン・ノット

両⽇とも S\14,000 A\11,000 B\9,000  C\7,000  P\5,000

第76回 2020年6⽉28⽇(⽇) 14:00
指揮／ユベール・スダーン
ピアノ／イノン・バルナタン

●ベートーヴェン：ピアノ協奏曲 第4番
●ショスタコーヴィチ：交響曲 第6番

S\7,000 A\6,000 B\5,000 C\4,000 P\2,500

S\8,000 A\6,000 B\5,000 C\4,000 P\2,500

第688回 2021年3⽉27⽇(⼟) 18:00
指揮／井上道義
ピアノ／ネルソン・ゲルナー

第687回 2020年12⽉5⽇(⼟) 18:00
指揮／ミケーレ・マリオッティ
ピアノ／ロベルト・コミナーティ

S\7,000 A\6,000 B\4,000 C\3,000 P\2,500

S\9,000 A\7,000 B\6,000 C\4,000 P\3,000

第683回 2020年9⽉26⽇(⼟) 18:00
指揮／リオネル・ブランギエ

●矢代秋雄：ピアノ協奏曲
●ブルックナー：交響曲 第6番

S\9,000 A\7,000 B\6,000 C\4,000 P\3,000

S\8,000 A\6,000 B\5,000 C\4,000 P\2,500

第686回 2020年11⽉15⽇(⽇) 14:00
指揮／ジョナサン・ノット
ピアノ／小菅優

指揮／ジョナサン・ノット
トリスタン（テノール）／ブライアン・レジスター
イゾルデ（ソプラノ）／リサ・リンドストローム
ブランゲーネ（メゾソプラノ）／クラウディア・マーンケ
マルケ王（バス）／ミハイル・ペトレンコ
クルヴェナール（バリトン）／マルクス・ヴェルバ
⽔夫、メロート、牧童（テノール）／アンジェロ・ポラック
舵手（バリトン）／高田智士
合唱／新国⽴劇場合唱団
演出／彌勒忠史

●ベートーヴェン：「レオノーレ」序曲 第1番
         「レオノーレ」序曲 第2番
         「レオノーレ」序曲 第3番

指揮／ジョナサン・ノット
弦楽四重奏／ロータス・カルテット

●ラッヘンマン：「ドイツ国歌を伴う舞踏組曲」
●マーラー：交響曲 第5番

●ベートーヴェン：ピアノ協奏曲 第3番
●メンデルスゾーン：交響曲 第3番「スコットランド」

S\8,000 A\6,000 B\5,000 C\4,000 P\2,500

第682回 2020年7⽉25⽇(⼟) 18:00

指揮／下野⻯也
ヴァイオリン／南紫音

●ボッケリーニ（ベリオ編曲）：マドリードの夜の帰営ラッパ
●ベルク：ヴァイオリン協奏曲「ある天使の思い出に」

東京交響楽団　2020年 演奏会ラインナップ

 各シリーズ定期会員券　　東響会員先行発売  2019.10/23（水）｜ 一般発売  2019.10/29（火）

選べるプラン・１回券　　   東響会員先行発売  2019.11/26（火）｜ 一般発売  2019.12/3（火）
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第679回 2020年4⽉25⽇(⼟) 18:00
指揮／ジョナサン・ノット
バスバリトン／ニール・デイヴィス
合唱／東響コーラス

●藤倉大：海
●エルガー：エニグマ変奏曲
●ウォルトン：オラトリオ「ベルシャザールの饗宴」

S￥10,000 A￥8,000 B￥6,000 C￥4,000

第680回 2020年5⽉30⽇(⼟) 18:00

S\7,000 A\6,000 B\5,000 C\4,000 P\2,500

●ベートーヴェン：「フィデリオ」序曲
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特別演奏会 ニューイヤーコンサート2021    サントリーホール

SS(シングル)\9,000 SS(ペア)￥16,000 S\7,000 A\6,000 B￥5,000

2021年１⽉10⽇(⽇) 14:00
指揮／秋山和慶

両⽇とも S\15,000 A\12,000 B\10,000  C\8,000  P\5,000

第681回 2020年6⽉26⽇(⾦) 19:00
指揮／ユベール・スダーン
ピアノ／イノン・バルナタン

●ベートーヴェン：「プロメテウスの創造物」序曲

ヴァイオリン／アリーナ・イブラギモヴァ

●コダーイ：管弦楽のための協奏曲
●ショスタコーヴィチ：ヴァイオリン協奏曲 第1番
●バルトーク：管弦楽のための協奏曲

東響会員先⾏発売 2020.7/7(火)
一般発売 2020.7/14(火)

東響会員先⾏発売 2020.7/7(火)
一般発売 2020.7/14(火)


