
ホーネックとのコラボレーション、
三年目の集大成。

お申込み
・

お問合せ
紀尾井ホールウェブチケット http://www.kioi-hall.or.jp/
紀尾井ホールチケットセンター 03-3237-0061［受付時間10時～18時/日・祝休］

シューマン 歌劇「ゲノフェーファ」序曲 Op. 81
シューマン ヴァイオリン協奏曲ニ短調（遺作） WoO 23
ブラームス 交響曲第2番ニ長調 Op. 73

第116回定期演奏会
〈ホーネックのモーツァルト選集Ⅲ〉

指揮・ヴァイオリンライナー・ホーネック
オール・ベートーヴェン・プログラム

　　　　　　　　　ヴァイオリン協奏曲ニ長調 Op. 61
　　　　　　　　交響曲第7番イ長調 Op. 92

1公演券発売日　紀尾井友の会・定期会員優先  2019/1/9（水）　一般  1/12（土）

5公演連続セット券
2018年11月  1日㊍

2018年12月12日㊌
2018年12月15日㊏

2019年度 定期演奏会

指揮・ヴァイオリンライナー・ホーネック
オール・モーツァルト・プログラム

　　　　　　　　　 セレナーデ第6番ニ長調 KV239「セレナータ・ノットゥルナ」
　　                      交響曲第25番ト短調 KV183
　　　　　　　　　 セレナーデ第10番変ロ長調 KV361「グラン・パルティータ」
モーツァルトが弦楽器と管楽器それぞれのために書いた機会音楽と、凄烈なインパクトで名
高い小ト短調交響曲。映画『アマデウス』でも最も印象的に用いられた名曲で贈る、華やか
な新年度開幕コンサートです。

2019年4月5日㊎19時  6日㊏14時

〈ミュトスとロゴス Ⅲ　未来を見抜く者〉
第118回定期演奏会

1公演券発売日　紀尾井友の会・定期会員優先 2019/5/29（水）　一般  6/1（土）

紀尾井ホール室内管弦楽団が以前に序曲の録音もした《プロメテウスの創造物》。10年ぶ
りとなる今回は全曲版に加え、失われた台本を再現。名優西村まさ彦の軽妙洒脱な語りに
乗せてお届けします。

2019年9月27日㊎19時  28日㊏14時

第117回定期演奏会

18世紀後半の優雅な古典派から一転20世紀前半のモダンへ。さらにはバロックを換骨奪
胎したハイブリッドな世界も。バッハのスペシャリストが描く三様のスタイルの妙。

2019年6月21日㊎19時
 22日㊏14時

指揮鈴木雅明 ソプラノ松井亜希 テノール櫻田亮 バリトン与那城敬
モーツァルト 交響曲第29番イ長調 KV201
バルトーク 弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽 Sz.106, BB114
ストラヴィンスキー バレエ音楽「プルチネルラ」（全曲）

1公演券発売日　紀尾井友の会・定期会員優先  2019/3/20（水）　一般 3/23 （土）

指揮・ヴァイオリンライナー・ホーネック
語り西村まさ彦
J.S.バッハ ヴァイオリン協奏曲第2番ホ長調 BWV1042
メンデルスゾーン 弦楽のための交響曲第10番ロ短調 MWV N 10
ベートーヴェン バレエ音楽「プロメテウスの創造物」 Op. 43 （全曲・語り付き）

第119回定期演奏会

1公演券発売日　紀尾井友の会・定期会員優先  2019/7/3（水）　一般  7/6（土）

エガーが定期演奏会初登場、シューマンがたったひとつ書いたオペラの序曲と、作曲から
80年間秘匿の憂き目にあった最晩年の傑作ヴァイオリン協奏曲。そして彼を師と仰いだブ
ラームス壮年の交響曲第2番。

2019年11月8日㊎19時  9日㊏14時

開館25周年記念演奏会
トレヴァー・ピノックのモーツァルト「レクイエム」

紀尾井友の会・定期会員優先 2019/9/18（水）　一般  9/21（土）

2020年2月8日㊎19時  9日㊏14時

第120回定期演奏会

前年度の第6番に続くベートーヴェンの交響曲第7番で興奮のシーズン・フィナーレを迎え
ます。ホーネックが独奏も兼ねるヴァイオリン協奏曲は、彼が3年間の任期の中で手掛ける
最も巨大なコンチェルトとなります。

1公演券発売日　紀尾井友の会・定期会員優先  2019/10/30（水）　一般  11/2 （土）

指揮リチャード・エガー
ヴァイオリン 佐藤俊介

2020年2月14日㊎19時  15日㊏14時

※詳細は裏面をご覧ください
本公演は定期演奏会には含まれず、セレクト３の対象外です。
チケット料金は後日発表します。

※出演者・曲目・演奏順は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。

定期会員

3公演選択セット券セレクト3
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速報・公演予告



紀尾井ホール室内管弦楽団 2019年度 定期演奏会

お申込み
・

お問合せ
紀尾井ホールウェブチケット http://www.kioi-hall.or.jp/
紀尾井ホールチケットセンター 03-3237-0061［受付時間10時～18時/日・祝休］

主　催 東京都千代田区紀尾井町6番5号　電話03-5276-4500（代表）
しんにってつすみきん

公益財団法人 新日鉄住金文化財団

14,000円
（2,800円/1公演相当）

B席定 期 会 員
第116回～第120回の同一曜日5公演の連続セット券

セレクト 3
第116回～第120回のうちお好きな３回・各1公演の選択セット券

26,000円
（5,200円/1公演相当)

21,000円
(4,200円/1公演相当)

16,200円
（5,400円/1公演相当）

13,200円
（4,400円/1公演相当）

6,300円 5,250円 3,650円1公演券の料金〈ご参考〉
第116回～第120回の各回1公演あたり

S席 A席
14,000円

(2,800円/1公演相当)

B席
■ 料金（総額・消費税込）

（Ｓ・Ａのみ）

※1公演券のA席、B席には、別途、若年層向けの料金を設定する予定です。
　詳しくは下記にお問合せいただくか、各回の単独チラシをご覧ください。

●料金は税込です。本紙掲載の料金のほか、発券時に所定の手数料がかかります。手数料はお支払
　方法により異なります。
●定期会員お申込み後、特別なご事情により公演日振替（金→土/土→金の振替）をご希望の場合は、
　お電話にてご相談ください。ただし公演日振替は、残席があるとき１公演につき１回限り承ります。
●セレクト３は公演日振替の対象外です。
●一度ご購入いただいたチケットのキャンセルや変更はできません。

※出演者・曲目・演奏順は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。
※小学生のご鑑賞には保護者（成人）のご同伴をお願いします。　
※乳幼児等未就学の方のご同伴・ご入場はご遠慮ください。
※スペースに限りがありますので、車いすでご来場の方は必ず事前にご相談ください。

受 　 付 　 開 　 始2018年11月1日㊍定期会員（全５公演連続券 全公演同一曜日・同一座席）
お気に入りのお座席ですべての演奏会をおトクにお楽しみいただけます。

おトクな会員割引価格
・1公演券の定価に比べ、約2割引となり、大変お得です。
・1公演券を追加購入される場合や当団メンバーが出演する特定公演チケットを定価の10％引でご購入いただけます。

あなただけの特等席「定期会員座席」
・＜１日目の公演＞金曜日19時開演か
　＜２日目の公演＞土曜日14時開演のいずれかをお選びいただき、全公演とも同一の曜日に同一のお座席でご鑑賞いただけます。
・次年度（2020年度）以降にも、本年度と同一曜日・同一座席で優先的にご継続いただけます。

「紀尾井だより」と「紀尾井ホール公演カレンダー」を無料進呈 ・ホール会報誌「紀尾井だより」と「紀尾井ホール公演カレンダー」
（各誌とも隔月刊）を無料でお送りします。

定期会員のためのイベント開催 ・紀尾井ホール室内管弦楽団メンバーとの交歓会やリハーサル見学にご参加いただけます。

■紀尾井ホールウェブサイトの公演情報ページから、紀尾井ホールウェブチケットの定期会員券のお手続きページにお進みください。
■紀尾井ホールウェブチケットにすでにログインしている場合には、「セット券」のタブをクリックして、お手続きください。
■紀尾井ホールチケットセンター 03-3237-0061(10時～18時／日・祝休)への電話によるお申込みも承ります。

定期会員 新規お申込みについて 

定
期
会
員 

特
典

紀尾井ホールウェブチケット・午前0時～　電話・午前10時～

■紀尾井ホールウェブサイトの公演情報ページから、紀尾井ホールウェブチケットのセレクト３の購入ページに進み、
　３公演を同一券種で選択してお申込みいただけます。
■紀尾井ホールウェブチケットにすでにログインしている場合には、公演一覧の「選択セット券」のタブをクリックして、
　３公演をお選びください。
■紀尾井ホールチケットセンター 03-3237-0061(10時～18時／日・祝休)への電話によるお申込みも承ります。
●定期演奏会全5回のうち3回各1公演をSかAの同一券種でお選びください。
●SとAとの券種混合不可。　●同一回重複不可。

セレクト3 ご購入について

おトクな割引価格 　・1公演券の定価に比べ、約15％引となり、お得です。

「紀尾井だより」と「紀尾井ホール公演カレンダー」を無料進呈
※セレクト３のご購入者には、１公演券の追加購入に対する10%引販売ならびに交歓会・リハーサル見学などのイベント参加の特典はございません。

・ホール会報誌「紀尾井だより」と「紀尾井ホール公演カレンダー」
（各誌とも隔月刊）を無料でお送りします。

フレキシブルな公演選択 ・お好みやライフスタイルに合わせて3回の定期演奏会を組合せ、金曜日か土曜日の公演のお好みのお座席（同一席種）を選択できます。

セ
レ
ク
ト
３ 

特
典

セレクト3（3公演券 お好きな3回を曜日・座席指定 / S・Aのみ）
紀尾井友の会
定  期  会  員
一   般   発   売

2018年12月12日㊌
2018年12月15日㊏

優先発売

優先・一般ともに紀尾井ホールウェブチケット・午前0時～　電話・午前10時～

指揮トレヴァー・ピノック
ソプラノ望月万里亜 アルト青木洋也
テノール中嶋克彦 バス 山本悠尋
合唱 紀尾井ホール室内合唱団（特別編成）

開館25周年記念演奏会
トレヴァー・ピノックのモーツァルト 「レクイエム」

紀尾井友の会・定期会員優先 2019/9/18（水）　一般  9/21（土）

2020年2月8日㊎19時  9日㊏14時

速報・公演予告

本公演のチケット料金等詳細は後日発表します。

お気に入りのプログラムを組み合わせておトクにお楽しみいただけます。

オール・モーツァルト・プログラム

　　交響曲第40番ト短調 KV550
　　アヴェ・ヴェルム・コルプス KV618
　　レクイエム KV626

東京都千代田区紀尾井町6番5号
電話03-5276-4500(代表)
最寄駅／四ツ谷・麹町・赤坂見附

©Peer Lindgreen


