
























2021／2022シーズン新規定期会員募集

東京定期演奏会
日本フィルハーモニー交響楽団
2021／2022シーズン

T O K Y O

♪ 会場／サントリーホール
金曜日／19：00開演  土曜日／14：00開演
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2021 【第733回】

10日（金）、11日（土）

【第734回】

22日（金）、23日（土）

【第735回】

5日（金）、6日（土）

【第736回】

10日（金）、11日（土）

【第737回】

14日（金）、15日（土）

指揮：山田 和樹［正指揮者］
ショーソン：交響曲
水野修孝：交響曲第4番

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：福間 洸太朗
リムスキー=コルサコフ：《金鶏》組曲   リムスキー=コルサコフ：ピアノ協奏曲
ショスタコーヴィチ：交響曲第10番

J.シュトラウスⅡ世：ワルツ《ウィーンの森の物語》   コルンゴルト：ヴァイオリン協奏曲
シュミット：交響曲第4番

指揮：角田 鋼亮　ヴァイオリン：郷古 廉

指揮：カーチュン・ウォン
トランペット：オッタビアーノ・クリストーフォリ［日本フィル・ソロ・トランペット］
アルチュニアン：トランペット協奏曲  マーラー：交響曲第5番

指揮：ダレル・アン
デュティユー：メタボール
サン＝サーンス：交響曲第3番《オルガンつき》  他

◆ 秋季 ◆
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2022 【第738回】

4日（金）、5日（土）

【第739回】

1日（金）、2日（土）

【第740回】

27日（金）、28日（土）

【第741回】

17日（金）、18日（土）

【第742回】

8日（金）、9日（土）

指揮：フアンホ・メナ　メゾ・ソプラノ：クララ・モウリス
フォルトナー：歌劇《血の婚礼》組曲
トゥリーナ：カンシオーネス形式の詩、希望の聖母への祈りの形式によるサエタ、《三部作》より第1曲「ファルッカ」
ファリャ：バレエ音楽《三角帽子》

指揮：小林 研一郎［桂冠名誉指揮者］
シューマン：交響曲第4番
ブラームス：交響曲第4番

マーラー：交響曲第4番 ト長調  他

ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第1番   ラフマニノフ：歌劇《アレコ》

ブルッフ：スコットランド幻想曲
ブルックナー：交響曲第7番

指揮：カーチュン・ウォン　ボーイソプラノ：調整中

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：小川 典子
アレコ：ニコライ・エフレーモフ 他

指揮：広上 淳一　ヴァイオリン：米元 響子

◆ 春季 ◆
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2021 指揮：梅田 俊明　ピアノ：小山 実稚恵
ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第3番   チャイコフスキー：幻想序曲《ロメオとジュリエット》
リムスキー=コルサコフ：スペイン奇想曲

指揮：アレクサンドル・ラザレフ［桂冠指揮者兼芸術顧問］　チェロ：宮田 大
ドヴォルジャーク：チェロ協奏曲
ブラームス：交響曲第2番

ヴィエニャフスキ：《ファウスト》による華麗なる幻想曲
ブラームス：交響曲第1番

指揮：ピエタリ・インキネン［首席指揮者］　
ヴァイオリン：扇谷 泰朋［日本フィル・ソロ・コンサートマスター］

指揮：角田 鋼亮　ソプラノ：澤江 衣里　アルト：金子 美香　
テノール：菅野 敦　バリトン：青山 貴
ベートーヴェン：交響曲第9番《合唱》  他

指揮：井上 道義
J.シュトラウスⅡ世：ワルツ《春の声》
モーツァルト：交響曲第41番《ジュピター》  他

◆ 秋季 ◆

【お申込み・お問合わせ】 日本フィル・サービスセンター
TEL：03-5378-5911［平日11時ｰ15時］　FAX：03-5378-6161［24時間］　eチケット♪：www.japanphil.or.jp 

横浜定期演奏会
日本フィルハーモニー交響楽団
2021／2022シーズン

引き続き横浜みなとみらいホール改修に伴い
開催会場が各回異なり、開催曜日と開演時間も
変更となっている回がございます。ご注意ください。

YOKOHAMA
♪

【第370回】25日（土）
会場／神奈川県民ホール
開演／17：00

【第371回】16日（土）
会場／カルッツかわさき
開演／17：00

【第372回】18日（木）
会場／神奈川県民ホール
開演／19：00

【第373回】15日（水）
会場／ミューザ川崎
　　  シンフォニーホール
開演／19：00

【第374回】8日（土）
会場／神奈川県民ホール
開演／17：00

半季定期会員券 （全5回）
S席 ￥26,000　A席 ￥21,000　B席 ￥19,000　C席 ￥16,000　P席 ￥13,000　Ys席 ￥7,000

発売日 【 秋季 】好評発売中　【 春季 】調整中

年間定期会員券 （全10回）
S席 ￥48,000　A席 ￥38,000　B席 ￥35,000　C席 ￥30,000　P席 ￥24,000　Ys席 ￥13,000

発売日 好評発売中

1回券
S席 ￥8,000　A席 ￥6,500　B席 ￥6,000　C席 ￥5,000　P席 ￥4,000　Ys席 ￥1,500
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2022 指揮：大植 英次　ヴァイオリン：小林 美樹
メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲
マーラー：交響曲第1番《巨人》

指揮：ピエタリ・インキネン［首席指揮者］
プログラム調整中

ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第4番
ベートーヴェン：交響曲第6番《田園》

指揮：下野 竜也　ヴァイオリン：南 紫音

指揮：広上 淳一　ピアノ：福間 洸太朗

◆ 春季 ◆

半季定期会員券 （全5回）
S席 ￥26,000　A席 ￥21,000　B席 ￥19,000　C席 ￥16,000　P席 未定※（秋季） ￥13,000（春季）　Ys席 ￥7,000

発売日 【 秋季 】好評発売中　【 春季 】調整中

年間定期会員券 （全10回）
S席 ￥48,000　A席 ￥38,000　B席 ￥35,000　C席 ￥30,000　P席 未定※　Ys席 ￥13,000

発売日 好評発売中

1回券
12月以外　S席 ￥8,000　A席 ￥6,500　B席 ￥6,000　C席 ￥5,000　P席 ￥4,000　Ys席 ￥1,500
12月　　　S席 ￥9,000　A席 ￥7,500　B席 ￥7,000　C席 ￥6,000　P席 未定※　Ys席 ￥3,500

【第375回】19日（土）
会場／神奈川県民ホール
開演／17：00

【第378回】10日（金）
会場／神奈川県民ホール
開演／19：00

【第379回】2日（土）
会場／神奈川県民ホール
開演／17：00

【第376回】23日（土）
会場／ミューザ川崎
　　  シンフォニーホール
開演／17：00

【第377回】14日（土）
会場／ミューザ川崎
　　  シンフォニーホール
開演／17：00

指揮：アレクサンドル・ラザレフ［桂冠指揮者兼芸術顧問］
ヴァイオリン：ボリス・ベルキン
プロコフィエフ：ヴァイオリン協奏曲第2番  ショスタコーヴィチ：交響曲第7番

※横浜12月公演P席は確認中のため、確定次第ご案内いたします。

（2021年7月1日現在）（2021年7月1日現在）春季1回券発売日は調整です。

モーツァルト：歌劇《イドメネオ》序曲  シベリウス：ヴァイオリン協奏曲
ドヴォルジャーク：交響曲第7番

1回券 2021年10月1日（金）発売

1回券 2021年10月20日（水）発売

1回券 2021年9月15日（水）発売

1回券 2021年7月2日（金）発売1回券 2021年7月2日（金）発売

1回券 2021年9月15日（水）発売

1回券 2021年9月15日（水）発売

1回券 2021年10月20日（水）発売

1回券 2021年11月2日（火）発売 1回券 2021年11月2日（火）発売
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