
バッティスト ー ニ人魂の 「 幻想」でシ ーズン開幕！

ラフマニノフ

ピアノ協奏鼎第3番二短調Op.30
Rachmaninov: Piano Concerto No.3 in D minor, Op.30 

ベルリオ ーズ

幻想交響曲 Op.14 ピアノ阪田知樹
Berlioz: Symphonie fantastique, Op.14 Tomoki Sakata, piano 

1.23 （木）19:00開演 1.24 （金）19:00開演 1.26 （日）15:00開演

東京オペラシテイコンサートホ ール サントリ ー ホ ー ル Bunkamura ォー チャ ー ドホ ール
Thu. January 23, 19:00 at Tokyo Opera City Concert Hall Fri. January 24, 19:00 at Suntory Hall Sun. January 26, 15:00 at Bunkamura Orchard Hall 

Photo: A. Battistoni ©Takafumi Ueno. T. Sakata ©Hideki Namai 



2020シ ーズン開幕！
東京フィルハ ー モニー 交響楽団 2020シ ーズン1月定期演奏会

東京フィルの2020年シーズンは、首席指揮者として4年Hに突入したアンドレア ・バ ッティスト ー ニのタクトでスタートします。コンサ ート、

オペラ、舞台作品と数多くの濃密なセッションを童ね、バ ッティスト ー ニx東京フィルは今、充実の時を迎えています。

ピアノ協奏曲の傑作、ラフマニノフの 「 ピアノ協奏曲第3番」のピアノ独奏に、深い知識と卓越したテクニックが光る俊英、阪田知樹。そして、

倒錯した狂気がほとばしる標題音楽の金字塔、ベルリオーズ「幻想交響曲」で、一年かけて紡がれる“音楽物語 ” の幕が上がります。

©Takafom; Ueno 

東京フィルハーモニー交響楽団 首席指揮者

アンドレア ・ バッティスト ーニ
Chief Conductor of the Tokyo Philharmonic Orchestra : Andrea Battistoni 

1987年ヴェロ ーナ生まれ。アンドレア・ バッ ティストーニは、国際的に頭角を現して
いる同世代の最も重要な指揮者の＿人と評されている。2013年ジェ ノヴァ ・ カルロ ・

フェリーチェ歌劇場の首席客演指揮者、2016年lO月東京フィル首席指揮者に就
任。 『 ナブッコ』、 リゴレット（二期会）、グランドオペラ共同制作 『 アイーダ』のほか、
ロ ーマ三部作、『展覧会の絵』『春の祭典』等数多くの管弦楽プログラムで東京フィル
を指揮。東京フィルとのコンサート形式オペラ 『 トゥ ー ランドット』(2015年）、 『 イリ
ス（あやめ）』（2016年）、『 メフィストーフェレ』(2018年）で批評家、聴衆の双方から音楽界
を牽引するスターとしての評価を確立。同コンビで日本コロ ムビア株式会社より9枚
のCDをリリース。 スカラ座、ヴェニス ・ フェニーチェ劇場、ベルリン ・ ドイツ・ オペラ、
スウェーデン王立歌劇場、アレーナ・ ディ ・ ヴェロ ーナ、 バイエルン国立歌劇場、マリ
インスキ ー劇場等、サンタ・ チェチーリア国立アカデミ ー管、イスラエル・ フィル等世
界の主要歌劇場・ オ ーケストラと共演を重ねている。2017年に は初の著書 『マエス
トロ ・ バッティストーニのぼくたちのクラシック音楽』を音楽之友社より刊行。

111!11 ◎最優先（賛助会員 ・ 定期会員）11月9日（土） ◎優先（東京フィルフレンズ会員）11月16日（土） ◎一般11月25日（月）

一 SS席（限定プレミアシ_卜 )¥15,000 S席¥10,000 A席¥8,500 B席¥7,000 C席¥5,500

― WEB先行 11/16（土）10:00-11/24（日）23:59まで1割引 (SS席除く）〈東京フィルWEBチケットサー ビスにて〉

■東京フィルチケットサー ビス
■東京フィルWEBチケットサー ビス
■東京オペラシティチケットセンター(l/23のみ）
■サントリ ーホールチケットセンター (l/24のみ）
■ Bunkamuraチケットセンター (l/26のみ）
■チケットびあ
■イープラス
■楽天チケット
■ローソンチケット
※託児サー ビス（有料・要予約・1/23のみ）

03-5353-9522 ［平日10:00-18:QQ （土日祝休） 11/9・11/16のみl0:00-16:00] 
https:／／www.tpo.or.jp/ ［座席選択可］ I 東京フィル 厄亘旦
03-5353-9999 
0570-55-0017 http://suntoryhall.pia.jp/ 
03-3477-9999 http://www.bunkamura.co.jp/mybunkamura/ 
0570-02-9999 http://t.pia.jp/ [Pコ ー ド 1/23公演： 167-335 1/24公演： 167-336 1/26公演： 167-337]
http://eplus.jp/ 
http:/ /ticket.rakuten.co.jp/ 
0570-000-407 http://l-tike.com/ [Lコ ー ド 38522]

イベント託児・マザーズOl 20-788-222 

東京フィルフレンズ割引・・・・入会金 ・年会費一切無料。優先予約やチケット料金の10%0FF他さまざまな特典がこざいます。
車椅子割引・・・・・・・・・・・・・・・車椅子でご来場の方は指定ブロック席にて、S席料金の50%0FFにてお楽しみいただけます。同伴者1名様も同料金となります。
特別割引・・・・・・・・・・・・・・・・・障害者手帳をお持ちの方は、一般料金の50%0FFでお求めになれます。
学生当日券……………公演当日に残席がある場合、開演1時間30分前より各ホール当日券販売窓口にて、1,000円で限定数販売いたします（要学生証）。座席をお選びいただけません。

※演奏中及び楽章間のこ入場はお断りしております。
※やむを得ない事情により、出演者 ・演奏曲目 ・ 曲順などが変更となる場合があります。
※こ予約後のキャンセルは承れません。
※公演中止の場合を除き、チケット代金の払い戻しはいたしませんので、ご了承ください。
※未就学児のご入場はお断りしております。
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2016年フランツ・ リスト国際ピアノコンクール（ハンガリー・ ブダペスト）
第1位、併せて6つの特別賞受賞。コンクール史上、アジア人男性ピア
ニスト初優勝の快挙。東京藝術大学を経て、ハ ノーファー音楽演劇
メデイア大学に特別首席入学し、現在同大学ソリスト課程ピアノ科に
在籍。 「コモ湖国際ピアノアカデミ ー」の最年少生徒として認められ
て以来、イタリアでも研鑽を積んでいる。（公財）江副記念リクルート
財団奨学生、（公財）RMF奨学生。19歳で、第14回ヴァン・ クライバーン
国際ピアノコンクールにて最年少入賞。第35回ピティナ・ ピアノコン
ペティション特級グランプリ、及び聴衆賞等5つの特別賞、クリーヴ
ランド国際ピアノコンクールにてモーツァルト演奏における特別賞
受賞。国内外問わず数多くの指揮者、オ ーケストラと共演を重ねる
ほか、室内楽奏者としても活躍している。201 5年デビュ ーCDアル
バムをリリース。2017年横浜文化賞文化・ 芸術奨励賞受賞。

東京オ芯了）シティ鵬 サ{,;;｛-
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東京フィルハ ー モニ ー 交饗楽団

2020シ ーズン
定期演奏会

［壮大な音楽物語］

[ l月］指揮：アンドレア ・ パッティストー ニ
1/23（木）東京オペラシティ、 1/24（金）サントリ ーホール、 1/26（日）オーチャ ー ドホール

[2 月］指揮：チョン ・ ミョンフン
2/19 （水）東京オペラシティ、2/21（金）サントリ ーホール、2/23（日）オーチャ ー ドホール

[3 月］指揮：ミハイル ・ プレトニョフ
3/13（金）サントリ ーホール、 3/15 （日）オーチャ ー ドホール、3/16 （月）東京オペラシティ

[4月］指揮：佐渡裕
4/12（日）オーチャ ー ドホール、 4/14（火）東京オペラシティ、 4/15（水）サントリ ーホール

[6月］指揮：ミハイル ・ プレトニョフ
6/21（日）オー チャ ー ドホール、6/22（月）東京オベラシティ、 6/24（水）サントリ ーホール

[7 月］指揮：チョン ・ ミョンフン
7/15 （水）サントリ ーホール、 7/17 （金）東京オペラシティ、7/19 （日）オー チャ ー ドホール

[9 月］指揮：アンドレア ・ パッティストー ニ
9/25 （金）サントリ ーホール、9/27 （日）オー チャ ー ドホール、9/29 （火）東京オペラシティ

[10月］指揮：チョン ・ ミョンフン
10/19 （月）サントリ ーホール、 10/22（木）東京オベラシティ、10/25 （日）オーチャ ー ドホール

璽欝絹朧i,一1定期会員券・好評発売中※期閤限定販売中

[SS] ¥96,000 [SJ ¥56,000 [Al ¥47,600 [BJ ¥39,200 [CJ ¥30,800 
東京フィルフレンズ料金※定価の10%0FF [SJ ¥50,400 (A] ¥42,840 [BJ ¥35,280 [CJ ¥27,720 
学生定期会員券※定価の50%0FF [SJ ¥28,000 [AJ ¥23,800 [BJ¥ 19,600 [CJ¥ 15,400［学生席］¥8,000

※学生定期会員券のお求めの際は要学生証。年齢制限は こざいません。 ※学生席は座席位置をお選びいただけません。

東京フ
ィルフレンズ入会金・年会費無料で、主催公演チケットを優先発売日より

定価の10％割引でお求めいただけます（一部除く）。
入会お申込は東京フィルチケットサービス(03-5353-9522)までお電話ください。

,i|TokyoPhilharmonic 圏 - @tpo1911 匝


