
JAPAN PHILHARMONIC ORCHESTRA 
公益財団法人 日本フィルハーモニー交響楽団  

2022／2023 年東京定期演奏会ラインナップ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2022.02.25現在） 

チケット料金 S 席 A 席 B 席 C 席 P 席※ Ys 席 発売日 

年間［全 10 回］ ¥48,000 ¥38,000 ¥35,000 ¥30,000 
【全 9 回】
¥21,600 

¥13,000 2022 年 6 月 1 日（水） 

秋季［全 5 回］ ¥26,000 ¥21,000 ¥19,000 ¥16,000 ¥13,000 ¥7,000 2022 年 6 月 1 日（水） 

1 回券 ¥8,000 ¥6,500 ¥6,000 ¥5,000 ¥4,000 ¥1,500 
【秋季】2022 年 6 月 23 日（木） 

【春季】調整中 

【秋季】 

◆第743回東京定期演奏会 

2022 年 9月 2日（金）、3日（土） 

指揮：山田和樹［正指揮者］ 

ヴァイオリン：田野倉雅秋［日本フィル・コンサートマスター］ 

貴志康一：ヴァイオリン協奏曲 

他 

 

◆第744回東京定期演奏会 

2022 年 10 月 21 日（金）、22日（土） 

指揮：ピエタリ・インキネン［首席指揮者］ 

ベートーヴェン：交響曲第 8番 

ベートーヴェン：交響曲第 7番 

 

◆第745回東京定期演奏会 

2022 年 11 月 18 日（金）、19日（土） 

指揮：アレクサンドル・ラザレフ［桂冠指揮者兼芸術顧問］ 

バラキレフ（リャプノフ編曲）： 

東洋風幻想曲《イスラメイ》 

バラキレフ：交響詩《タマーラ》 

他 

 

◆第746回東京定期演奏会 

2022 年 12 月 9日（金）、10日（土） 

指揮：下野竜也 

テノール：糸賀修平 

フィンジ：入祭唱 

タネジ：3人の叫ぶ教皇 

フィンジ：武器よさらば 

ヴォーン=ウィリアムズ：交響曲第 6番 

 

◆第747回東京定期演奏会 

2023 年 1月 20日（金）、21日（土） 

指揮：カーチュン・ウォン［首席客演指揮者］ 

伊福部昭：シンフォニア・タプカーラ 

バルトーク：管弦楽のための協奏曲 

 

【春季】 

◆第748回東京定期演奏会 

2023 年 3月 3日（金）、4日（土） 

指揮：小林研一郎［桂冠名誉指揮者］ 

ピアノ：金子三勇士 

リスト：ピアノ協奏曲第1番 

ベートーヴェン：交響曲第 3番《英雄》 

 

◆第749回東京定期演奏会※P席なし 

2023 年 4月 28日（金）、29日（土） 

指揮：ピエタリ・インキネン［首席指揮者］ 

ソプラノ：ヨハンナ・ルサネン 

バリトン：ヴィッレ・ルサネン 

男声合唱：ヘルシンキ大学男声合唱団 他 

シベリウス：クレルヴォ交響曲 

 

◆第750回東京定期演奏会 

2023 年 5月 12日（金）、13日（土） 

指揮：カーチュン・ウォン［首席客演指揮者］ 

チェロ：佐藤晴真 

ミャスコフスキー：交響曲第21番 

芥川也寸志： 

チェロとオーケストラのための“コンチェルト・オスティナート” 

ヤナーチェク：シンフォニエッタ 

 

◆第751回東京定期演奏会 

2023 年 6月 9日（金）、10日（土） 

指揮：アレクサンドル・ラザレフ［桂冠指揮者兼芸術顧問］ 

ピアノ：調整中 

プロコフィエフ：ピアノ協奏曲第2番 

タネーエフ：交響曲第4番 

 

◆第752回東京定期演奏会 

2023 年 7月 7日（金）、8日（土） 

指揮：広上淳一［フレンド・オブ・JPO（芸術顧問）］ 

レオンカヴァッロ：：歌劇：《道化師》：（演奏会形式／字幕付き）  

速報 
東京定期演奏会 金曜日 19:00／土曜日 14:00 サントリーホール 

*出演者、曲目等は変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。 

*今後の状況によっては開催できなくなる可能性もございます。 

 



JAPAN PHILHARMONIC ORCHESTRA 
公益財団法人 日本フィルハーモニー交響楽団  

2022／2023 年横浜定期演奏会ラインナップ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2022.02.25現在） 

チケット料金 S 席 A 席 B 席 C 席 P 席 Ys 席 発売日 

年間［全 10 回］ ¥48,000 ¥38,000 ¥35,000 ¥30,000 ¥24，000 ¥13,000 2022 年 6 月 1 日（水） 

秋季［全 5 回］ ¥26,000 ¥21,000 ¥19,000 ¥16,000 ¥13,000 ¥7,000 【秋季】2022 年 6 月 1 日（水） 

1回券（12月5月以外） ¥8,000 ¥6,500 ¥6,000 ¥5,000 ¥4,000 ¥1,500 【秋季】2022 年 6 月 23 日（木） 

【春季】調整中 1回券（12月 5月） ¥9,000 ¥7,500 ¥7,000 ¥6,000 ¥5,000 ¥3,500 

速報 
2022年 10月までの横浜みなとみらいホール改修に伴い開催会場が異なります。また、9月は 

木曜日 19時開催です。ご注意ください。 
*出演者、曲目等は変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。 
*今後の状況によっては開催できなくなる可能性もございます。 

 【秋季】 

◆第380回横浜定期演奏会 

2022 年 9月 22日（木）19：00：神奈川県民ホール 

指揮：小林研一郎［桂冠名誉指揮者］ 

ヴァイオリン：周防亮介 

チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲 

チャイコフスキー：交響曲第6番《悲愴》 

 

◆第381回横浜定期演奏会 

2022 年 10 月 1日（土）17：00 神奈川県民ホール 

指揮：藤岡幸夫 

ヴァイオリン：髙木凜々子 

ヴィヴァルディ：ヴァイオリン協奏曲集《四季》  

ベートーヴェン：交響曲第 7番 

 

◆第382回横浜定期演奏会 

2022年11月26日：（土）17：：00横浜みなとみらいホール 

指揮：アレクサンドル・ラザレフ［桂冠指揮者兼芸術顧問］ 

児童合唱：未定 

チャイコフスキー：バレエ音楽《くるみ割り人形》 

 

◆第383回横浜定期演奏会 

2022年12月17日：（土）17：：00横浜みなとみらいホール 

指揮：太田弦 

ソプラノ：盛田麻央： ：アルト：杉山由紀：  

テノール：樋口達哉： ：バリトン：黒田祐貴 

合唱：調整中 

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》 

 

◆第384回横浜定期演奏会 

2023年1月28日（土）17：00横浜みなとみらいホール 

指揮：カーチュン・ウォン［首席客演指揮者］ 

ピアノ：調整中 

ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第 2番 

ラフマニノフ：交響曲第2番 

 

【春季】 

◆第385回横浜定期演奏会  

2023年3月11日（土）17：00横浜みなとみらいホール 

指揮：藤岡幸夫 

サクソフォン：須川展也 

菅野祐悟：サクソフォン協奏曲《Mystic：Forest》 

チャイコフスキー：交響曲第4番 

 

◆第386回横浜定期演奏会 

2023年4月22日（土）17：00横浜みなとみらいホール 

指揮：調整中 

チェロ：ジョヴァンニ・ソッリマ 

ドヴォルジャーク：チェロ協奏曲 

他 

 

◆第387回横浜定期演奏会 

2023年5月20日（土）17：00横浜みなとみらいホール 

指揮：ピエタリ・インキネン［首席指揮者］ 

ソリスト・合唱：調整中 

シベリウス：交響詩《タピオラ》 

ベートーヴェン：交響曲第 9番《合唱》 

 

◆第388回横浜定期演奏会 

2023年6月3日（土）17：00横浜みなとみらいホール 

指揮：アレクサンドル・ラザレフ［桂冠指揮者兼芸術顧問］ 

ピアノ：調整中 

プロコフィエフ：ピアノ協奏曲第3番 

ショスタコーヴィチ：交響曲第 7番《レニングラード》 

 

 

◆第389回横浜定期演奏会 

2023年7月1日（土）17：00横浜みなとみらいホール 

内容調整中 

 


