


東京交響楽団音楽監督
ジョナサン・ノット

東京交響楽団第3代音楽監督。ルツェルン響
首席指揮者兼同劇場音楽監督、EIC音楽監督、
バンベルク響首席指揮者を経て、2017年より
スイス・ロマンド管音楽監督も務めている。
抜群のプログラミングセンスと幅広いレパー
トリーで、世界の主要オーケストラ・音楽祭に
客演している。第32回「ミュージック・ペンクラブ
音楽賞（オペラ・オーケストラ部門）」を東京交響
楽団とともに受賞。オクタヴィアレコードより
続々とCDをリリースしている。

東京交響楽団とのリスクテイクをしながらの
10年におよぶチャレンジは、コロナ禍において
でさえ、世界中を見渡しても、他に類を見な
いものであると自負しています。

2023年シーズン、私と東京交響楽団との
音楽の旅は、10年の節目を迎えます。この
シーズンを、“NOTTISSIMO”と名付け、
私と東京交響楽団の音楽を、さらに深化
させたいと考えています。

このシーズンも、新旧様々な時代、様々な国の
作曲家、様々な編成による曲を取り上げます。
特に私が最も敬愛する作曲家の一人であり、
就任以来演奏し続けてきたリゲティをはじめ、
べリオ、ブーレーズ、アマン、他の指揮者の
方々には、コネッソン、藤倉、アニメなどの音楽
等々、近現代の曲を、独自のストーリーある
組み合わせで披露します。
また、《ブーレーズ：メサジェスキス～独奏
チェロと6つのチェロのための～》では、私が
信頼を寄せる東京交響楽団のメンバーとの
共演を、非常にユニークな形でおとどけでき
ることを、私自身とても楽しみにしています。

フォルテからフォルティッシモのように、
NOTTからNOTTISSIMOへ ――― 

オーケストラは最強のグローバルな存在であり、
東京交響楽団とともに、最大限の情熱と
弛まぬ努力を持ってさらに深くコミットし、皆様と
多様な音楽体験を共有したいと願っています。
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東京交響楽団
川崎市フランチャイズオーケストラ
新潟市準フランチャイズオーケストラ

1946年東宝交響楽団として創立。文部大臣賞、毎日

芸術賞、文化庁芸術作品賞他日本の主要な音楽賞

の殆どを受賞。川崎市、新潟市と提携し、コンサート

やアウトリーチを積極的に展開する他「こども定期演

奏会」「0歳からのオーケストラ」等教育プログラムも

注目されている。また、新国立劇場のレギュラーオー

ケストラとして毎年オペラ・バレエ公演を担当。ウィーン

楽友協会をはじめ海外公演も数多く行っている。

2020年ニニコニコ生放送でライブ配信して無観客

演奏会を約20万人が視聴し注目を集めるなど、ITへ

の取組みも音楽界をリードしている。

東響コーラス

1987年に東京交響楽団専属のアマチュア混声合唱

団として創立。「東京交響楽団と一体の演奏をし、よ

り質の高い合唱付きオーケストラ曲のコンサートを提

供する」ことを目的としている。その実力は歴代の音

楽監督にも信頼され、東響とともに多くの名演を残

している。

東京交響楽団は、国連が提唱する「持続可能な開発目標（SDGs）」に賛同し、SDGsの達成に向けた取組みを行ってまいります。
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Subscription
Concerts
at Suntory Hall
定期演奏会

サントリーホール

■ 音楽監督
　ジョナサン・ノット

■ 桂冠指揮者
　秋山和慶
　ユベール・スダーン

■ 正指揮者
　原田慶太楼

■ 名誉客演指揮者
　大友直人

■ 永久名誉指揮者
　アルヴィド・ヤンソンス ◆

　上田　仁 ◆

　遠山信二 ◆

☆ソロ首席奏者　◎首席奏者　　客演首席奏者　○フォアシュピーラー　●インスペクター　◇楽団委員
■本部長　□シニア・ディレクター　＊研究員・準事務局員　◆故人
［ハープ寄贈：環境ステーション株式会社］ 2022年11月現在

■ 名誉コンサートマスター
　大谷康子

■ コンサートマスター
　小林壱成
　グレブ・ニキティン
　水谷　晃

■ アシスタント・
　コンサートマスター
　田尻　順

■ 会長
　澤田秀雄

■ 理事長
　岡崎哲也

■ 副理事長
　平澤　創
　依田　巽

■ 楽団長
　廣岡克隆

■ 常務理事
　辻　敏

■ 理事
　阿部武彦
　池辺晋一郎
　伊藤美樹
　大橋　博
　庄司　薫
　竹中平蔵
　永山　治
　夏野　剛
　南部靖之
　福川伸次
　藤原　洋
　増岡聡一郎

■ 監事
　磯村文靖
　寺西基之

■ 評議員長
■ 最高顧問
　金山茂人

■ 評議員
　梅沢一彦
　鴛海量明
　片山泰輔
　加藤英輔
　西村　朗
　星　久人
　山添　茂

■ 特別顧問
　飯島延浩
　草壁悟朗
　福田紀彦

■ 1st Violins
○木村正貴
○堀内幸子
　小川敦子
　立岡百合恵
　土屋杏子
　中村楓子
　森岡ゆりあ
　吉川万理
　小山あずさ＊
　水谷有里＊

■ 2nd Violins
◎清水泰明 ◇
◎服部亜矢子
◎坂井みどり
○加藤まな
○福留史紘
　阿部真弓
　河裾あずさ
　塩谷しずか
　鈴木浩司
　竹田詩織
　辻田薫り
　渡辺裕子

■ Violas
◎青木篤子
◎武生直子
◎西村眞紀
○多井千洋
○山廣みほ
　小西応興
　鈴木まり奈
　永井聖乃

■ Cellos
☆伊藤文嗣
○川井真由美
　蟹江慶行 ●
　謝名元　民
　樋口泰世
　福﨑茉莉子
　内山剛博＊

■ Double Basses
　助川　龍
○北村一平
○久松ちず
　安田修平
　渡邉淳子
　コーディ・ローズブーム＊

■ Flute
◎相澤政宏 ◇
■ Flutes&Piccolos
　高野成之
　濱﨑麻里子

■ Oboes
◎荒　絵理子
◎荒木奏美
　浦脇健太
■ Oboe&English horn
　最上峰行 ◇

■ Clarinets
◎エマニュエル･ヌヴー
◎𠮷野亜希菜
　近藤千花子
　小林利彰

■ Bassoons
◎福井　蔵
◎福士マリ子
　坂井由佳
　前関祐紀

■ Horns
◎上間善之
◎大野雄太 ◇
◎ジョナサン・ハミル
　加藤智浩
　阪本正彦
　溝根伸吾

■ Trumpets
◎佐藤友紀
◎澤田真人
　野沢岳史 ●
　松山　萌

■ Trombones
◎鳥塚心輔
◎大馬直人
　住川佳祐
■ Bass Trombone
　藤井良太 ◇

■ Tuba
　近藤陽一

■ Timpani&Percussions
◎清水　太 ◇
　武山芳史
　綱川淳美
　新澤義美
◎山村雄大＊

■ Harp
◎景山梨乃

■ Librarians
　加藤幸子
　林　知也＊

■ Stage Managers
　西岡理佐
　山本　聡

■ 栄誉団員
　井伊　準 ◆

■ 楽団長
　廣岡克隆

■ 編成局長
　藤原　真

■ パーソネル・マネージャー
　大和田浩明

■ 事務局長
　辻　敏

■ 事務局
　市川萌都
　伊藤瑛海
　小川博司
■尾木貴雄
　桐原美砂
　佐藤雄己
　髙瀬　緑
　竹内裕子
　長久保宏太朗
　山田道子
□梶川純子

定期会員券（10公演） 選べるプラン・1回券

S席
¥59,000 ¥46,000 ¥38,500 ¥28,000

A席 B席 C席 ■ 一般発売：2023年1/17（火）

■ 学生定期会員券は各ランク50％OFF

■ 第709、711、712、715、717回は川崎定期演奏会（同一プログラム）との振替ができます（定期会員のみ、対象公演先着30枚限定/P.12参照）

□ 東響会員先行発売：1/10（火）

■ 一般発売：2023年1/17（火）

□ 東響会員先行発売：1/10（火）



76

Subscription C
oncerts

第709回
プロコフィエフ：バレエ組曲 「ロメオとジュリエット」より（ウルバンスキ・セレクション）
コネッソン：Heiterkeit（合唱とオーケストラのためのカンタータ）
シマノフスキ：スターバト・マーテル op.53
■ 指揮：クシシュトフ・ウルバンスキ　■ ソプラノ：シモーナ・シャトゥロヴァ
■ メゾソプラノ：ゲルヒルト・ロンベルガー　■ バリトン：与那城敬　■ 合唱：東響コーラス

川崎定期演奏会第90回
2023年4/16（日）14:00
※定期⇔川崎定期
　振替受付3/31（金）

川崎定期演奏会第91回
2023年6/25（日）14:00
※定期⇔川崎定期
　振替受付6/9（金）

川崎定期演奏会第92回
2023年7/15（土）14:00
※定期⇔川崎定期
　振替受付6/30（金）

名曲全集第187回
2023年5/21（日）14:00

第132回新潟定期演奏会
2023年8/20（日）17:00

2023

18:00
4/15土

Sat. 15th Apr. 2023,18:00   Conductor = Krzysztof Urbański   Soprano = Simona Šaturová
Mezzo Soprano = Gerhild Romberger   Baritone = Kei Yonashiro   Chorus = Tokyo Symphony Chorus
Prokofiev : Romeo and Juliet Suites (Selected by Urbański)
Connesson : Heiterkeit (Cantata for chorus and orchestra)　Szymanowski : Stabat Mater op.53

S¥9,000   A¥7,000   B¥6,000   C¥4,000（合唱のガイドラインによって販売しない場合がございます）

第713回
メンデルスゾーン：交響曲 第5番 ニ短調 op.107  「宗教改革」
メンデルスゾーン：交響曲 第2番 変ロ長調 op.52  「讃歌」
■ 指揮：鈴木優人
■ ソプラノ：中江早希、澤江衣里　■ テノール：櫻田亮　■ 合唱：東響コーラス

2023

18:00
8/19土

Sat. 19th Aug. 2023,18:00
Conductor = Masato Suzuki   Soprano = Saki Nakae , Eri Sawae   Tenor = Makoto Sakurada
Chorus = Tokyo Symphony Chorus
Mendelssohn : Symphony No.5 in D minor op.107 “Reformation”
Mendelssohn : Symphony No.2 in B flat major op.52 “Lobgesang”

S¥8,000   A¥6,000   B¥5,000   C¥4,000（合唱のガイドラインによって販売しない場合がございます）

第710回
リゲティ：ムジカ・リチェルカータ第2番（ピアノソロ）
マーラー：交響曲 第6番 イ短調 「悲劇的」

■ 指揮：ジョナサン・ノット

2023

18:00
5/20土

Sat. 20th May 2023,18:00 
Conductor = Jonathan Nott
Ligeti : Musica ricercata No.2
Mahler : Symphony No.6 in A minor “Tragic”

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

第714回
ベートーヴェン：交響曲 第3番 変ホ長調 op.55 「英雄」
R.シュトラウス：交響詩 「英雄の生涯」 op.40

■ 指揮：ロレンツォ・ヴィオッティ

2023

18:00
9/23

Sat. 23rd Sep. 2023,18:00 
Conductor = Lorenzo Viotti
Beethoven : Symphony No.3 in E flat major op.55 “Eroica”
R. Strauss : Symphonic poem “Ein Heldenleben” op.40

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

第715回
ドビュッシー／ノット編：交響的組曲 「ペレアスとメリザンド」
ヤナーチェク：グラゴル・ミサ
■ 指揮：ジョナサン・ノット　■ ソプラノ：カテジナ・クネジコヴァ　
■ メゾソプラノ：ステファニー・イラーニ　■ テノール：マッテオ・リッピ
■ バス：調整中　■ 合唱：東響コーラス

2023

14:00
10/15日

Sun. 15th Oct. 2023,14:00 
Conductor = Jonathan Nott　Soprano = Katerina Knezikova　Mezzo Soprano : Stefanie Iranyi 
Tenor = Matteo Lippi　Bass = TBD　Chorus = Tokyo Symphony Chorus
Debussy / Nott : Pelléas et Mélisande　Janáček : Glagolitic Mass

S¥10,000   A¥8,000   B¥6,000   C¥4,000（合唱のガイドラインによって販売しない場合がございます）

第716回
ベートーヴェン：ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 op.19
ベートーヴェン：交響曲 第6番 ヘ長調 op.68 「田園」
■ 指揮：ジョナサン・ノット
■ ピアノ：ゲルハルト・オピッツ

2023

18:00
11/11土

Sat. 11th Nov. 2023,18:00 
Conductor = Jonathan Nott
Piano = Gerhard Oppitz
Beethoven : Piano Concerto No.2 in B flat major op.19
Beethoven : Symphony No.6 in F major op.68 “Pastoral”

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

第718回
藤倉大：Wavering World 
シベリウス：交響曲 第7番 ハ長調 op.105
ラフマニノフ：ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 op.18
■ 指揮：原田慶太楼　■ ピアノ：オルガ・カーン

2024

18:00
3/30土

Sat. 30th Mar. 2024,18:00 
Conductor = Keitaro Harada　Piano = Olga Kern
Dai Fujikura : Wavering World
Sibelius : Symphony No.7 in C major op.105
Rachmaninoff : Piano Concerto No.2 in C minor op.18

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

第717回 シューマン：交響曲 第1番 変ロ長調 op.38 「春」 （マーラー版）
ブラームス/シェーンベルク編：ピアノ四重奏曲 第1番ト短調 op.25

■ 指揮：ユベール・スダーン

2023

18:00
12/16土

Sat. 16th Dec. 2023,18:00 
Conductor = Hubert Soudant
Schumann : Symphony No.1 in B flat major op.38 “Spring”（Mahler Edition）
Brahms / Schoenberg : Piano Quartet No.1 in G minor op.25

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

第712回
エルガー：ヴァイオリン協奏曲 ロ短調 op.61
ブラームス：交響曲 第2番 ニ長調 op.73

■ 指揮：ジョナサン・ノット
■ ヴァイオリン：神尾真由子

2023

14:00
7/16日

Sun. 16th Jul. 2023,14:00 
Conductor = Jonathan Nott　Violin = Mayuko Kamio
Elgar : Violin Concerto in B minor op.61
Brahms : Symphony No.2 in D major op.73

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

第711回 モーツァルト：ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調 K.467
シューベルト：交響曲 第8番 ハ長調 D944 「ザ・グレイト」
■ 指揮：ミケーレ・マリオッティ
■ ピアノ：萩原麻未

2023

18:00
6/24土

Sat. 24th Jun. 2023,18:00 
Conductor = Michele Mariotti
Piano = Mami Hagiwara
Mozart : Piano Concerto No.21 in C major K.467
Schubert : Symphony No.8 in C major D944 “The Great”

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

土・祝

第133回新潟定期演奏会
2023年9/24（日）17:00

第134回新潟定期演奏会
2023年11/12（日）17:00

川崎定期演奏会第93回
2023年10/14（土）14:00
※定期⇔川崎定期
　振替受付9/29（金）

川崎定期演奏会第94回
2023年12/17（日）14:00
※定期⇔川崎定期
　振替受付12/1（金）



定期会員券（5公演） 選べるプラン・1回券

S席
¥31,000 ¥24,000 ¥16,000 ¥12,500

A席 B席 C席 ■ 一般発売：2023年1/17（火）

■ 学生定期会員券は各ランク50％OFF

■ 全5公演はそれぞれ定期演奏会（同一プログラム）との振替ができます（定期会員のみ、対象公演先着30枚限定/P.12参照）

後援：川崎市、「音楽のまち・かわさき」推進協議会

協力：ミューザ川崎シンフォニーホール（川崎市文化財団グループ）

□ 東響会員先行発売：1/10（火）

■ 一般発売：2023年1/17（火）

□ 東響会員先行発売：1/10（火）
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Kaw
asaki Subscription C

oncerts

第90回

2023

14:00
4/16日

第91回
2023

14:00
6/25日

第92回

2023

14:00
7/15土

エルガー：ヴァイオリン協奏曲 ロ短調 op.61
ブラームス：交響曲 第2番 ニ長調 op.73
■ 指揮：ジョナサン・ノット
■ ヴァイオリン：神尾真由子

Sat. 15th Jul. 2023,14:00 
Conductor = Jonathan Nott
Violin = Mayuko Kamio
Elgar : Violin Concerto in B minor op.61
Brahms : Symphony No.2 in D major op.73

S¥9,000   A¥7,000   B¥5,000   C¥4,000   P¥3,000

ドビュッシー／ノット編：交響的組曲 「ペレアスとメリザンド」
ヤナーチェク：グラゴル・ミサ
■ 指揮：ジョナサン・ノット　■ ソプラノ：カテジナ・クネジコヴァ　
■ メゾソプラノ：ステファニー・イラーニ　■ テノール：マッテオ・リッピ
■ バス：調整中　■ 合唱：東響コーラス

Sat. 14th Oct. 2023,14:00 
Conductor = Jonathan Nott　Soprano = Katerina Knezikova　Mezzo Soprano : Stefanie Iranyi 
Tenor = Matteo Lippi　Bass = TBD　Chorus = Tokyo Symphony Chorus
Debussy / Nott : Pelléas et Mélisande　Janáček : Glagolitic Mass

S¥10,000   A¥8,000   B¥5,000   C¥4,000

第94回
シューマン：交響曲 第1番 変ロ長調 op.38 「春」 （マーラー版）
ブラームス/シェーンベルク編：ピアノ四重奏曲 第1番ト短調 op.25

■ 指揮：ユベール・スダーン

Sun. 17th Dec. 2023,14:00 
Conductor = Hubert Soudant
Schumann : Symphony No.1 in B flat major op.38 “Spring”（Mahler Edition）
Brahms / Schoenberg : Piano Quartet No.1 in G minor op.25

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

2023

14:00
12/17日

第93回

2023

14:00
10/14土

託児サービス

プロコフィエフ：バレエ組曲 「ロメオとジュリエット」より（ウルバンスキ・セレクション）
コネッソン：Heiterkeit（合唱とオーケストラのためのカンタータ）
シマノフスキ：スターバト・マーテル op.53
■ 指揮：クシシュトフ・ウルバンスキ　■ ソプラノ：シモーナ・シャトゥロヴァ
■ メゾソプラノ：ゲルヒルト・ロンベルガー　■ バリトン：与那城敬　■ 合唱：東響コーラス

Sun. 16th Apr. 2023,14:00   Conductor = Krzysztof Urbański   Soprano = Simona Šaturová
Mezzo Soprano = Gerhild Romberger   Baritone = Kei Yonashiro   Chorus = Tokyo Symphony Chorus
Prokofiev : Romeo and Juliet Suites (Selected by Urbański)
Connesson : Heiterkeit (Cantata for chorus and orchestra)
Szymanowski : Stabat Mater op.53

S¥9,000   A¥7,000   B¥5,000   C¥4,000

モーツァルト：ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調 K.467
シューベルト：交響曲 第8番 ハ長調 D944 「ザ・グレイト」
■ 指揮：ミケーレ・マリオッティ
■ ピアノ：萩原麻未

Sun. 25th Jun. 2023,14:00
Conductor = Michele Mariotti
Piano = Mami Hagiwara
Mozart : Piano Concerto No.21 in C major K.467
Schubert : Symphony No.8 in C major D944 “The Great”

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

（P.20参照）

第709回定期演奏会
2023年4/15（土）18:00
※川崎定期⇔定期
　振替受付3/31（金）

第711回定期演奏会
2023年6/24（土）18：00
※川崎定期⇔定期
　振替受付6/9（金）

第712回定期演奏会
2023年7/16（日）14：00
※川崎定期⇔定期
　振替受付6/30（金）

第715回定期演奏会
2023年10/15（日）14：00
※川崎定期⇔定期
　振替受付9/29（金）

第717回定期演奏会
2023年12/16（土）18：00
※川崎定期⇔定期
　振替受付12/1（金）

9

Kawasaki
Subscription
Concerts
at Muza Kawasaki Symphony Hall
川崎定期演奏会

ミューザ川崎シンフォニーホール



定期会員券（6公演） 選べるプラン・1回券

S席
¥31,500 ¥25,000 ¥17,000 ¥12,500

A席 B席 C席 ■ 一般発売：2023年1/17（火）

■ 学生の定期会員券は各ランク50％OFF

■ 張出舞台の場合は、1階3列目が最前列となります。 また2階P列は定期会員券での販売はございません。

□ 東響会員先行発売：1/10（火）

■ 一般発売：2023年1/17（火）

□ 東響会員先行発売：1/10（火）

10
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第132回

2023

14:00
4/23日

11

メンデルスゾーン：「真夏の夜の夢」 序曲
ショパン：ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 op.21
ドヴォルザーク：交響曲 第9番 ホ短調 op.95 「新世界より」
■ 指揮：クシシュトフ・ウルバンスキ　■ ピアノ：ヤン・リシエツキ
Sun. 23rd Apr. 2023,14:00　Conductor = Krzysztof Urbański　Piano = Jan Lisiecki
Mendelssohn : “A Midsummer Night's Dream” Overture
Chopin : Piano Concerto No.2 in F minor op.21
Dvořák : Symphony No.9 in E minor op.95 “From the New World”

S¥7,000   A¥6,000   B¥4,000   C¥3,000

第133回

2023

14:00
6/3土

武満徹：3つの映画音楽より
第1曲 映画『ホゼー・トレス』から「訓練と休息の音楽」
第3曲 映画『他人の顔』から「ワルツ」

井上道義：交響詩「鏡の眼」
エルガー：チェロ協奏曲 ホ短調 op.85
エルガー：南国にて op.50

■ 指揮：井上道義　■ チェロ：上野通明
Sat. 3rd Jun. 2023,14:00　Conductor = Michiyoshi Inoue　Cello = Michiaki Ueno
Toru Takemitsu : Three Film Scores
No.1 Jose Torres “Music of Training and Rest”
No.3 Face of Another “Waltz”

S¥7,000   A¥6,000   B¥4,000   C¥3,000

第134回

2023

14:00
9/30土

アンナ・クライン：彼女の腕の中で
エルガー：海の絵 op.37
ブラームス：交響曲 第4番 ホ短調 op.98
■ 指揮：アンガス・ウェブスター　■ コントラルト：ジェス・ダンディ
Sat. 30th Sep. 2023,14:00
Conductor = Angus Webster　Contralto = Jess Dandy
Anna Clyne : Within Her Arms　Elgar : Sea Pictures op.37
Brahms : Symphony No.4 in E minor op.98

S¥7,000   A¥6,000   B¥4,000   C¥3,000

第135回

2023

14:00
10/21土

リゲティ：ハンガリアン・ロック
ベリオ：声（フォーク・ソングⅡ） ～ヴィオラと2つの楽器グループのための
ブルックナー：交響曲 第1番 ハ短調
■ 指揮：ジョナサン・ノット　■ ヴィオラ：ディミトリ・ムラト　■ オルガン：大木麻理

Sat. 21st Oct. 2023,14:00
Conductor = Jonathan Nott　Viola = Dimitri Murrath　Organ = Mari Ohki
Ligeti : Hungarian Rock　Berio : Voci (Folk Songs Ⅱ)　Bruckner : Symphony No.1 in C minor

S¥8,000   A¥6,000   B¥4,000   C¥3,000

第136回

2023

19:00
11/17金

リゲティ：アパリシオン　ドビュッシー：3つの夜想曲より 「祭り」
ブーレーズ：メサジェスキス ～独奏チェロと6つのチェロのための～
アマン：グラット　ベートーヴェン：ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 op.73 「皇帝」
■ 指揮：ジョナサン・ノット　■ ピアノ：ゲルハルト・オピッツ　■ チェロ：伊藤文嗣（東響ソロ首席奏者）
Fri. 17th Nov. 2023,19:00　Conductor = Jonathan Nott　Piano = Gerhard Oppitz
Cello = Fumitsugu Ito (TSO Solo Principal Cello)
Ligeti : Apparitions　Debussy : “Fêtes” from Nocturnes　Boulez : Messagesquisse for solo cello and six cellos
Ammann : Glut  Beethoven : Piano Concerto No.5 in E flat major op.73 “Emperor”

S¥8,000   A¥6,000   B¥4,000   C¥3,000

第137回

2023

19:00
12/7木

ワーグナー：楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」第1幕への前奏曲
ベートーヴェン：交響曲 第9番 ニ短調 op.125 「合唱付き」
■ 指揮：秋山和慶　   ■ ソプラノ：三宅理恵　■ メゾソプラノ：小泉詠子
■ テノール：福井敬　■ バス：妻屋秀和　    ■ 合唱：東響コーラス
Thu. 7th Dec. 2023,19:00　Conductor = Kazuyoshi Akiyama　Soprano = Rie Miyake
Mezzo Soprano = Eiko Koizumi　Tenor = Kei Fukui　Bass = Hidekazu Tsumaya　Chorus = Tokyo Symphony Chorus
Wagner : “Die Meistersinger von Nurnberg” , Act Ⅰ: Prelude
Beethoven : Symphony No.9 in D minor, op.125 “Choral”

S¥8,000   A¥6,000   B¥4,000   C¥3,000シルバーエイジ割引（P.13参照）

Tokyo Opera City
Series
at Tokyo Opera City Concert Hall
東京オペラシティシリーズ

東京オペラシティコンサートホール
Michiyoshi Inoue : Symphonic poem “The eyes of the mirror”
Elgar : Cello Concerto in E minor op.85
Elgar : In the South (Alassio) op.50

名曲全集第186回
2023年4/22（土）14:00

名曲全集第193回
2023年11/18（土）14：00

名曲全集第194回
2023年12/9（土）14：00

第131回新潟定期演奏会
2023年6/4（日）17：00
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東響会員とは ①サポート会員、②TOKYO SYMPHONY VISAカード会員、③定期会員の皆様です。 

■チケットのご案内

皆様のご利用金額の一部が、東京交響楽団の演奏活動資金として、

提携している三井住友カードから還元される文化貢献型のカードです。

世界中の多くの地域でご利用できるVISAカードとしての特典のほか、

音楽を愛する皆様にお得で便利なTOKYO SYMPHONY VISAカードな

らではのオリジナル特典もご用意しております。

［カードの特典］ 
① 初年度年会費（税抜1,250円＋税）無料 
② 主催公演のチケット先行発売※ 
③ 主催公演のチケットが10％OFF※ 
④ ミューザ川崎シンフォニーホール主催公演のチケットが10％OFF※ 
⑤ 新国立劇場、東京オペラシティ文化財団主催公演の
　チケットが5％OFF※ 
⑥ ヤマハ首都圏各店にてCD・楽譜が5％OFF

※一部対象外公演あり。 

TOKYO  SYMPHONY  V ISAカード 
～東京交響楽団主催公演のチケットが、お求めやすくなります～ 

1. 座席の指定／年間を通してあなたの指定席を確保できます。毎回同じお席でお楽しみいただけます。 
2. お得な料金／1回券で購入するよりも約30％もお得です。 

選べるプラン
20％引き

［例］

3. 座席の継続／最優先で次年度の定期会員券の継続、座席の変更・追加（同シリーズ）が可能です。 
4. 先行発売／東京交響楽団主催公演のチケットを一般発売に先駆けて先行発売でご購入いただけます。 
5. 会員割引／東京交響楽団主催公演の1回券を10％引きでご購入いただけます。 （一部対象外公演あり） 
6. 日程の振替／東京交響楽団単独主催の同月・同一プログラムに限り振替ができます。 
●対象公演先着30枚限定。ただし、各席種の枚数は公演によって異なります。 

●振替後の座席は、同金額またはそれ以下の席種から楽団で指定させていただきます。 

※残席がなくなった場合、上位の席種に空席があれば、差額をお支払いいただき、振替を承ります。 

※残席がなくなり、下位の席種へ振替の場合、差額の返金は致しかねます。 

※振替受付開始日は、各公演の詳細ページをご覧ください。

※［ ］内はサポート会員・TOKYO SYMPHONY VISAカード会員価格

■ 定期会員の特典

定期演奏会のS席1回券を
毎回定価にて購入すると

85,000円

定期会員になると
10公演で約30％引きの

59,000円

サポート会員、TOKYO SYMPHONY VISAカード会員
（下記参照）の方は、

さらに10％引きの53,100円となり約37％もお得！

シリーズ名 S A B C

定期演奏会（全10公演） ￥59,000
［￥53,100］

￥31,000
［￥27,900］

￥31,500
［￥28,350］

￥46,000
［￥41,400］

￥24,000
［￥21,600］

￥25,000
［￥22,500］

￥38,500
［￥34,650］

￥16,000
［￥14,400］

￥17,000
［￥15,300］

￥28,000
［￥25,200］

￥12,500
［￥11,250］

￥12,500
［￥11,250］

川崎定期演奏会（全5公演） 

東京オペラシティシリーズ（全6公演） 

23年度の東京交響楽団主催の3つのシリーズから、
同時に4公演以上をお申込みの場合、20％引きでご購入いただけます。

■ 対象公演：定期演奏会／川崎定期演奏会／東京オペラシティシリーズ

■ 対象席種：S・A・B席（組合せ自由） 

定期演奏会 川崎定期演奏会 東京オペラシティシリーズ

一般発売 2023年1/17（火）  東響会員先行発売 1/10（火）　

小学校1年生～大学生は、定期会員券定価の50％引きでご購入いただけます（要学生証）。

一般発売 2023年1/17（火）  東響会員先行発売 1/10（火）　

1回券 各種割引 ※各種割引の併用不可 

シルバー
エイジ割引
1,000円引き

■ 対象公演・席種：東京オペラシティシリーズS・A・B席（C席除く） 

■ 対象者：ご予約時に65歳以上の方
※お申込みの際、シルバーエイジ割引ご利用の方全員の氏名・生年月日をお伺いします。 
　対象者ご本人がお電話でお申込みください。

ハート割引
50％引き

■ 対象公演・席種：定期演奏会／川崎定期演奏会／東京オペラシティシリーズ 各席種

■ 対象者：障害者手帳をお持ちの方（お付添い1名様まで同一料金）
※お申込みの際、初回のみ、障害者手帳の番号をお伺いします。 対象者ご本人がお電話でお申込みください。 
※車椅子エリアは、各公演の最安料金です。

U25（under25）
25歳以下当日券

1,000円 

■ 対象公演：定期演奏会／川崎定期演奏会／東京オペラシティシリーズ

■ 対象者：学生に限らず25歳以下の方
※当日券販売窓口にて、ご本人様に限り楽団指定の座席を限定枚数販売します
　（事前の電話予約は出来ません）。 
※U25の発売が無い公演もございます。お電話または公式サイトにて発売情報をご確認の上、
　必ずご年齢の確認できるものをご提示ください。 

一般発売 2023年1/17（火）  東響会員先行発売 1/10（火）　

チケットぴあ https://pia.jp/t/tso/ 
e＋（イープラス） https://eplus.jp/tokyoso/ 
ローソンチケット 0570-000-407 https://l-tike.com/tso/ 
楽天チケット 050-5434-7343 https://r-t.jp/tso 

サントリーホールチケットセンター 0570-55-0017（サントリーホール公演のみ） 

ミューザ川崎シンフォニーホール 044-520-0200（ミューザ川崎公演のみ） 

東京オペラシティチケットセンター 03-5353-9999（東京オペラシティ公演のみ） 

プレイガイド（各1回券のみ） 

※お支払い、お受け取り方法などの詳細は、各プレイガイドにお問い合わせください。  ※一部お取り扱いの無い公演もございます。 

　

チケットは  定期会員券   選べるプラン   1回券  の3種類

NEW!

◎これまでの「当日学生券」から
　対象を拡大
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定期演奏会

※「エレクトラ」、「第九」、「ニューイヤーコンサート」、
　「こども定期演奏会」の座席割りとは異なります。

サントリーホール
■ 所在地　〒107-8403 港区赤坂1-13-1
［東京メトロ］南北線 六本木一丁目駅3番出口 徒歩5分 銀座線・南北線 溜池山王駅13番出口 徒歩8分

［チケットご購入にあたっての注意事項］ 
※チケットお申込み後の変更・キャンセルはお受けできません。また一度お申込みいただいたチケットは公演中止の場合以外は、キャンセル・払い戻しが
できません。  ※やむを得ぬ事情により、出演者・曲目・その他を変更する場合もありますので、予めご了承ください。  ※チケットの紛失等での再発行はい
たしかねます。  ※営利を目的としたチケットの転売は、固くお断りいたします。  ※未就学のお子様の入場はご遠慮ください（キッズプログラムを除く）。  
※表示価格は全て税込価格です。  ※電子チケットのご利用方法は楽団公式サイトにてご確認ください。 

［個人情報の取り扱いについて］ 
当楽団にご提供頂いたお客様の個人情報は、以下の目的に限り利用させて頂きます。 
①チケットの発送および代金決済  ②会員証、グッズ、プレゼント当選者への発送等  ③演奏会情報等のご案内送付（当団主催公演の他、各種関連公演
を含む）  ④演奏会に関する必要な連絡およびお客様からのお問合せへの回答  ⑤ご意見聴取やアンケート実施  ⑥市場調査や顧客分析等、サービス内
容の開発・向上のための統計資料の作成および公表  ⑦個別にご了解頂いた利用目的

■チケットのご購入方法 ■座席表

定期演奏会をはじめ主催公演において、これまでの紙チケットに加え、購入・発券・入場までがお手元
のスマートフォンで完結する非接触型の「電子チケット」を導入いたしました。インターネット予約での
利便性の向上はもちろんのこと、三密を避け不要な対面・接触機会を減らし、Withコロナ下での安全
な演奏会開催に資する感染症対策としても有効です。是非ご利用ください。利用方法などの詳細は楽
団公式サイトにてご確認ください。
■対象：1回券・選べるプラン・当日券  
■対象公演：定期演奏会／川崎定期演奏会／東京オペラシティシリーズ に加え、第九などの「特別演奏会」  

プロオケ初・電子チケット本格導入しております！ 

インターネットで
TOKYO SYMPHONY
オンラインチケット

https://tokyosymphony.jp

■ 1回券
■ 選べるプラン
■ 当日券

24時間チケット購入が可能です。
座席を見ながら自分の好みのお席
を選択できます。 1回につき8枚まで
お申込みが可能です。
詳細は公式サイトでもご確認ください。

        （東響会員先行発売・会員割引対応）

電子チケット発券
ご利用には、コミュニケーション・アプリ「LINE」の
インストールされたスマートフォンが必要となります。

システム利用料：130円／1件

クレジットカード決済
VISA／Masterが
ご利用いただけます。

コンビニ決済
セブン・イレブン店頭で
お支払いください

（現金・クレジットカード・nanaco）

or

■ 定期会員券

■ 学生定期会員券

■ 選べるプラン

■ 1回券

■ 各種割引
       ※ハート割引・シルバーエイジ割引ほか
　   （東響会員先行発売・会員割引対応）

（平日10：00～18：00土日祝休み） チケット郵送
チケットを普通郵便にてお送りいたします。

（送料：楽団負担）

クレジットカード決済
VISA／Master／JCB／
AMEX／Dinersが
ご利用いただけます。

払込
コンビニエンスストア／郵便局で

ご使用いただける
払込用紙をお送りいたします。
払込手数料：お客様負担
送料：楽団負担

or

コンビニ発券
セブン・イレブンにて発券してください。
手数料：150円／1件（クレジットカード決済）

200円／1件（コンビニ決済）

お電話で

TOKYO SYMPHONY
チケットセンター
044-520-1511
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ミューザ川崎シンフォニーホール
■ 所在地　〒212-8557 川崎市幸区大宮町1310
JR川崎駅中央改札西口方面デッキにて直結

1716

東京オペラシティコンサートホール
■ 所在地 〒163-1403 新宿区西新宿3-20-2
京王新線（都営地下鉄新宿線乗り入れ）初台駅東口下車 徒歩5分
都営地下鉄大江戸線 西新宿五丁目駅 A2出口から徒歩17分

東京オペラシティシリーズ川崎定期演奏会

※「名曲全集」、「キッズプログラム」の座席割りとは
　異なります。

※張出舞台の場合は、
　1階3列目が最前列となります。
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ミューザ川崎シンフォニーホール＆
東京交響楽団「名曲全集」

ミューザ川崎シンフォニーホール

S席席種

年間セット券（10公演）

前期セット券（5公演）

後期セット券（5公演）

¥47,250 ¥39,750 ¥30,000 ¥22,500
¥24,800 ¥20,800 ¥16,000 ¥12,000
¥25,600 ¥21,600 ¥16,000 ¥12,000

A席 B席 C席 ■一般発売 □東響会員先行発売
2022年12/15（木）

2023年2/7（火）　

2023年6/15（木）

2022年12/8（木）

2023年1/31（火）

2023年6/8（木）

前期1回券 ■一般発売：2023年2/7（火） □ 東響会員先行発売：1/31（火）
後期1回券 ■一般発売：2023年6/15（木） □ 東響会員先行発売：6/8（木）
● 当日学生券1,000円【25歳以下の学生】（要問合せ）
主催：ミューザ川崎シンフォニーホール（川崎市文化財団グループ）、公益財団法人 東京交響楽団

メンデルスゾーン：「真夏の夜の夢」 序曲
ショパン：ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 op.21
ドヴォルザーク：交響曲 第9番 ホ短調 op.95 「新世界より」

第186回

2023

14:00
4/22土

■ 指揮：クシシュトフ・ウルバンスキ　■ ピアノ：ヤン・リシエツキ

リゲティ：ムジカ・リチェルカータ第2番（ピアノソロ）
マーラー：交響曲 第6番 イ短調 「悲劇的」

第187回
2023

14:00
5/21日 ■ 指揮：ジョナサン・ノット

モーツァルト：ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調 K.466
ラフマニノフ：交響曲 第2番 ホ短調 op.27

第188回
2023

14:00
6/17土 ■ ジョナサン・ブロックスハム

■ ピアノ：中野翔太

冬木透：交響曲 「ウルトラコスモ」
羽田健太郎（テーマモチーフ：宮川泰）：交響曲 「宇宙戦艦ヤマト」

第189回
2023

14:00
7/8土 ■ 指揮：下野竜也

■ ヴァイオリン：三浦文彰　■ ピアノ：高木竜馬　■ ヴォカリーズ：隠岐彩夏

オペラアリア名曲選
モーツァルト：「フィガロの結婚」より “手紙の二重唱”
ドヴォルザーク：「ルサルカ」より “月に寄せる歌”
ジョン・アダムス：「中国のニクソン」より “私は毛沢東の妻”　
コルンゴルト：「死の都」より “ピエロの歌”　ほか

第190回
2023

14:00
9/2土

■ 指揮：原田慶太楼　■ ソプラノ：森麻季、森谷真理　■ バリトン：大西宇宙

ドヴォルザーク：チェロ協奏曲 ロ短調 op.104
チャイコフスキー：交響曲 第6番 ロ短調 op.74 「悲愴」

第191回
2023

14:00
9/16土 ■ 指揮：大友直人

■ チェロ：水野優也

ストラヴィンスキー：「プルチネッラ」 組曲
ストラヴィンスキー：詩篇交響曲
ストラヴィンスキー：ペトルーシュカ （1947年版）

第192回
2023

14:00
10/7土

■ 指揮：沖澤のどか

リゲティ：アパリシオン　ドビュッシー：3つの夜想曲より 「祭」
ブーレーズ：メサジェスキス ～独奏チェロと6つのチェロのための～
アマン：グラット
ベートーヴェン：ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 op.73 「皇帝」

第193回

2023

14:00
11/18土

■ 指揮：ジョナサン・ノット　■ ピアノ：ゲルハルト・オピッツ　■ チェロ：伊藤文嗣

ワーグナー：楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」
                         第1幕への前奏曲
ベートーヴェン：交響曲 第9番 ニ短調 op.125 「合唱付き」

第194回

2023

14:00
12/9土 ■ 指揮：秋山和慶　   ■ ソプラノ：三宅理恵　■ メゾソプラノ：小泉詠子

■ テノール：福井敬　■ バス：妻屋秀和　     ■ 合唱：東響コーラス

ドビュッシー/ビュッセル編：小組曲
サン=サーンス：ヴァイオリン協奏曲 第3番 ロ短調 op.61
サン=サーンス：交響曲 第3番 ハ短調 op.78  「オルガン付き」

第195回

2024

14:00
3/2土 ■ 指揮：ピエール・ブリューズ

■ ヴァイオリン：吉田南
■ オルガン：大木麻理

S¥6,000   A¥5,000   B¥4,000   C¥3,000

S¥7,000   A¥6,000   B¥4,000   C¥3,000

S¥6,000   A¥5,000   B¥4,000   C¥3,000

S¥6,000   A¥5,000   B¥4,000   C¥3,000

S¥6,000   A¥5,000   B¥4,000   C¥3,000

S¥6,000   A¥5,000   B¥4,000   C¥3,000

S¥6,000   A¥5,000   B¥4,000   C¥3,000

S¥7,000   A¥6,000   B¥4,000   C¥3,000

S¥7,000   A¥6,000   B¥4,000   C¥3,000

S¥6,000   A¥5,000   B¥4,000   C¥3,000

前 期 後 期

The Masterpiece
Classics Series

東京オペラシティシリーズ第132回  2023年4/23（日）14：00

第710回定期演奏会  2023年5/20（土）18：00

東京オペラシティシリーズ第136回  2023年11/17（金）19：00

東京オペラシティシリーズ第137回  2023年12/7（木）19：00

（東響ソロ首席奏者）



キッズプログラム 0歳からのオーケストラ
～ズーラシアンブラスmeets東京交響楽団～

Subscription concert
for children

2023年4月29日（土・祝）11:00／14:30（1日2回公演）

2023年4月9日（日）11:00

2023年9月3日（日）11:00 2023年12月10日（日）11:00

2023年7月9日（日）11:00

■ 指揮：水戸博之   ■ 金管五重奏：ズーラシアンブラス

■ 会場：ミューザ川崎シンフォニーホール

■一般発売：2023年1/30（月）　□東響会員先行発売：1/24（火）

※0歳児から入場可。2歳児以下保護者ひざ上の場合は無料（保護者1名につき、こども1名まで）。座席が必要な場合は有料。

大人¥3,500    こども(中学生以下 )¥1,500

日本のプロオーケストラとして初めて「0歳児の入場を可能にした演奏
会」として2007年からスタート。“次世代への音楽文化の伝承に多大
に寄与している”として「ひまわり褒章」を受賞するなど、多方面より注
目を浴びる人気公演！

20

Education Program

21

教育プログラム 東京交響楽団＆サントリーホール
こども定期演奏会2023年シーズン

特別協賛：バークレイズ証券株式会社

■ 司会：坪井直樹（テレビ朝日アナウンサー）
■ 会場：サントリーホール

〈音楽の色いろ〉

ガーシュウィン：ラプソディ・イン・ブルー＊

メンデルスゾーン：交響曲第4番
                                        「イタリア」より 第1楽章
チャイコフスキー：「懐かしい土地の思い出」
冨田勲：「勝海舟」
（1974年NHK大河ドラマテーマ曲）
ドビュッシー：交響詩 「海」 より第3楽章
                             「風と海の対話」

■ 指揮：沼尻竜典
■ ピアノ：亀井聖矢＊

「青」第85回

ビゼー：歌劇 「カルメン」 前奏曲
ネッケ：クシコス・ポスト
ポッパー/シュレーゲル編曲：ハンガリー狂詩曲＊

日本の歌メドレー
ラヴェル：ボレロ

■ 指揮：川瀬賢太郎
■ チェロ：上野通明＊

「赤」第86回

ヘンデル：「王宮の花火の音楽」より序曲
ベートーヴェン：交響曲第6番「田園」より
                                  第1楽章
ドビュッシー/ビュセール編曲：
       「小組曲」より “小舟にて”、“バレエ”
      （小山実稚恵、こどもピアニストとの共演）
ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番より
                              第3楽章＊

■ 指揮：下野竜也
■ ピアノ：小山実稚恵＊、こどもピアニスト

「黄＆金色」第87回

チャイコフスキー：バレエ音楽 「白鳥の湖」 より
                                      “4羽の白鳥の踊り”

新曲チャレンジ・プロジェクト♪2023
チャイコフスキー/ストレイホーン＆エリントン編曲：
バレエ音楽「くるみ割り人形」より“小序曲”、
“金平糖の踊り”、“ロシアの踊り”、“花のワルツ”

チャイコフスキー：バレエ音楽「白鳥の湖」終曲
                                                   （こども奏者との共演）

■ 指揮：原田慶太楼

「黒＆白」第88回

Education Program

GWは家族みんなでオーケストラ体験！

■ チケット料金（全席指定）

年間会員券（4公演分） 12,000円 ■一般発売：2022年12月13日（火）10:00～　□東響会員先行発売：2022年12月6日（火）

1回券                                     3,500円 ■一般発売：2023年2月20日（月）10:00～　□東響会員先行発売：2023年2月13日（月）

※小学1年生からご入場いただけます。　こども奏者、テーマ曲の募集、新曲チャレンジ・プロジェクトについては こども定期

主催：公益財団法人東京交響楽団　サントリーホール

全ての世代の方々にクラシック音楽をお楽しみいただくために
東京交響楽団は多彩なプログラム・サービスを
ご用意しています。

U25（under25）
■ 対象公演：定期演奏会、川崎定期演奏会、東京オペラシティシリーズ
                         （楽団指定の座席を限定枚数販売。事前予約不可。）
■ 対象：25歳以下の方
公演によってはU25の販売が無い場合もございます。
公式サイトにて事前に発売情報をご確認のうえ、必ず
ご年齢の確認のできるものを会場窓口にてご提示ください。

当日券がある場合のみ
学生に限らず25歳以下は1,000円！

学生定期会員券

毎回同じお席で楽しめる
お得な定期会員券がさらに50％引き

小学1年生～大学生は、定期演奏会、川崎定期演奏
会、東京オペラシティシリーズの定期会員券を50%
引きでご購入いただけます。お電話にてお申し込み
ください（小学生以外は要学生証）。

マエストロシート

■ 対象公演：定期演奏会、川崎定期演奏会、
                         東京オペラシティシリーズ
■ 対象：小学生、中学生、高校生（19歳未満）。
               ※小中学生は保護者同伴にてお願いいたします。
■ 締め切り：各公演の1カ月前まで。
お申込み方法等詳細については楽団公式サイトをご覧ください。

指揮者が学生をご招待 託児サービス
川崎定期演奏会と名曲全集では、
託児サービスをご用意しております。

公演の1週間前までに下記にてご予約の上ご利用ください。

■ 対象公演：川崎定期演奏会、名曲全集
■ 託児料金：0歳・1歳…3,000円、2歳から…2,000円
■ お申込み・お問合せ：
    イベント託児®マザーズ Tel. 0120-788-222
     （平日10:00～12:00及び13:00～17:00）
     定員になり次第受付を終了します。

各公演の指揮者が、小・中学生、
高校生を各公演に無料招待して
います。

いろ

NEW! 詳細はP13へ
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りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館コンサートホール

■ お問合せ・お申込み／りゅーとぴあチケット専用ダイヤル 
                                                      025-224-5521（11：00～19：00 休館日を除く） 

主催：公益財団法人 新潟市芸術文化振興財団

新潟定期演奏会

2023年6月4日（日）17:00

武満徹：3つの映画音楽より
第1曲 映画『ホゼー・トレス』から「訓練と休息の音楽」
第3曲 映画『他人の顔』から「ワルツ」

井上道義：交響詩「鏡の眼」
エルガー：チェロ協奏曲 ホ短調 op.85
エルガー：南国にて op.50

■ 指揮：井上道義
■ チェロ：上野通明

第131回

2023年9月24日（日）17：00

ベートーヴェン：交響曲 第3番 変ホ長調
                                  op.55 「英雄」
R.シュトラウス：交響詩 「英雄の生涯」 op.40

■ 指揮：ロレンツォ・ヴィオッティ

第133回

2023年11月12日（日）17：00

ベートーヴェン：ピアノ協奏曲 第2番
 　　　　　　   変ロ長調 op.19
ベートーヴェン：交響曲 第6番 ヘ長調 op.68
                                                                               「田園」

■ 指揮：ジョナサン・ノット
■ ピアノ：ゲルハルト・オピッツ

第134回

2023年12月3日（日）17：00

～チャイコフスキー3大バレエ選集～
《白鳥の湖》
《眠りの森の美女》
《くるみ割り人形》 より

■ 指揮：川瀬賢太郎
■ 合唱：新潟市ジュニア合唱団

第135回

S席

2023年5月14日（日）14：00 サントリーホール

2023年8月8日（火）11：00 軽井沢大賀ホール

R.シュトラウス：歌劇 「エレクトラ」 （演奏会形式）

軽井沢シリーズ第2回
「0歳からのコンサート」

ベートーヴェン：交響曲 第9番 「合唱付」

ラフマニノフ：ピアノ協奏曲 第2番
ドヴォルザーク：交響曲 第9番 「新世界より」

特別演奏会

■ 指揮：ジョナサン・ノット　■ エレクトラ：クリスティーン・ガーキー
■ クリテムネストラ：ハンナ・シュヴァルツ　■ クリソテミス：シニード・キャンベル=ウォレス
■ オレスト：ジェームス・アトキンソン　ほか 

■ お話：山下守（医療法人葵鐘会理事長）
                原田慶太楼

■ 一般発売：2022年12/22（木）  □ 東響会員先行発売：12/14（水）

■ 一般発売：2023年4/11（火）  □ 東響会員先行発売：4/4（火）

2024年1月7日（日）14：00 サントリーホール

ニューイヤーコンサート 2024

■ 指揮：秋山和慶    ■ ピアノ：小山実稚恵

■ 一般発売：2023年7/11（火）  □ 東響会員先行発売：7/4（火）

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

2023年12月28日（木）18：30 サントリーホール
2023年12月29日（金）14：00 サントリーホール

「第九」 2023

■ 一般発売：2023年7/11（火）  □ 東響会員先行発売：7/4（火）

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

S¥8,000   A¥6,000   
B（2階立見席）¥4,000

全席指定（1階席のみ）￥1,000
0～2歳無料（ひざ上の場合）

2023年8月8日（火）17：00 軽井沢大賀ホール

「オーケストラコンサート」

■ 指揮：原田慶太楼
■ ヴァイオリン：竹澤恭子    ■ チェロ：宮田大

■ 指揮：ジョナサン・ノット　ほか

Niigata Subscription
Concert Series

Special Concerts

2023年8月20日（日）17：00

メンデルスゾーン：交響曲 第5番 ニ短調
                                        op.107  「宗教改革」
メンデルスゾーン：交響曲 第2番 変ロ長調
                                        op.52 「讃歌」

■ 指揮：鈴木優人
■ ソプラノ：中江早希、澤江衣里
■ テノール：櫻田亮
■ 合唱：にいがた東響コーラス

第132回

SS¥15,000   S¥12,000   A¥9,000   B¥6,000   C¥4,000
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Support NICONICO
TOKYO SYMPHONY
ORCHESTRA

TSO MUSIC & 
VIDEO 
SUBSCRIPTION

TSO ONLINE SHOP

東京交響楽団サポート会員のご案内

東京交響楽団は1946年の創立以来、一流アーティストの起用やチャレンジングなプログラミングによる充実した定期演奏会

を開催し、音楽文化の向上に努めております。また、「こども定期」に代表される次世代を担う子どものための演奏会や、アウト

リーチ活動など、多方面における演奏活動を展開し、音楽によって皆様と感動を分かち合い、より豊かな社会を作り上げられ

るよう活動を続けています。そのために不可欠な財政的運営基盤の強化のため、公的助成はもちろんのこと、皆様から広くご

支援をお願いしております。ぜひサポート会員として東京交響楽団にお力添えいただきますようお願いいたします。

通称「#ニコ響」で東京交響楽団の演奏会を続々配信中。期間限定のタイムシフト

（見逃し）配信で会場で演奏会を聴いた後の復習も可能です。パトロンも募集中。

個人会員 あなたを特別なお客様としてお迎えいたします。

フレンズ 1

［年額］1万円
～29,999円

フレンズ3

［年額］3万円
～49,999円

フレンズ5

［年額］5万円
～99,999円

サークル 10

［年額］10万円
～249,999円

サークル25

［年額］25万円
～499,999円

サークル 50

［年額］50万円～

ブロンズ

［年額］10
                      万円～

シルバー

［年額］30
                       万円～

ゴールド

［年額］50
                       万円～

ダイヤモンド

［年額］100
                           万円～

プラチナ

［年額］1000
                              万円～

法人会員 東京交響楽団とのパートナーシップは、御社のイメージアップにつながるだけでなく、従業員の皆様の福利厚生にもご利用いただけます。

個人会員
会員特典

主催公演へのご案内

ゲネプロ見学会のご案内（年3回）

リハーサル見学会のご案内（年3回）

プログラム等へのご芳名掲載

主催公演チケット先行予約 ※1

公演チケットをご優待価格にてご案内 ※2

※1 一部対象外もございます。　※2 東京交響楽団の主催公演、及びミューザ川崎シンフォニーホール主催公演が対象です。一部対象外もございます。

フレンズ  1 フレンズ  3 フレンズ  5 サークル会員
法人会員

2023年度
サポート会員イベント

（予定）

内容 日程 会場 指揮者

内閣府より公益財団法人の認定を受けている当楽団へのご寄附には、税制上の優遇措置が施されます（各該当法令で定められた限度額があります）。
■個人の場合：「寄付金額から2,000円除いた金額」の40％分、所得税が控除されます。また、個人住民税や相続税も控除の対象になります。
■法人の場合：「損金算入限度額」が一定の算式に従い、拡大されます。
その他、マッチングギフトやご遺贈についてもご案内しております。どうぞお問い合わせください。

税制上の
優遇措置
について

遺贈・相続ご寄附も承っております。
■お問合せ　東京交響楽団川崎オフィス支援開拓本部 044-520-1518　Eメール：supporters@tokyosymphony.com
　　　　　　東京交響楽団公式サイトからクレジットカードでサポート会員にご入会（ご寄附）いただけます。是非ご利用ください。

ゲネプロ見学会 2023年4月23日（日） 東京オペラシティ ウルバンスキ

リハーサル見学会 2023年5月19日（金）    ミューザ川崎       ノット

リハーサル見学会 2023年6月23日（金）    ミューザ川崎   マリオッティ

ゲネプロ見学会 2023年9月23日（土） サントリーホール   ヴィオッティ

リハーサル見学会 2023年11月16日（木）    ミューザ川崎       ノット

ゲネプロ見学会 2024年3月30日（土） サントリーホール        原田

ニコ響

東京交響楽団の演奏動画や音楽が、見放題・聴き放題のサブスク

リプションサービス。月額550円（税込）。

数々の名演を収めたCD、オリジナルグッズはオンラ

インショップでいつでもご購入いただけます。

東京交響楽団と共に歩むホール

クラシック・スペース★100

JR大久保駅からすぐ、新大久保駅から徒歩6分。ひ

な壇常設、多数のレンタル楽器を備え、オーケストラ

や吹奏楽・合唱の練習場や、公開レッスン、ピアノ・

アンサンブルの演奏会にもご利用いただける貸し

ホールです。幅広いご希望にお応えします。

■ 演奏会配信

■ 音楽・動画配信サイト

■ CD、オリジナル・グッズ
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