
天才音楽家プレトニョフで味わう全曲訓奏

スメタナ竺竺m『わが祖国』
全鼎第 1 曲ヴィシェフラド（高い城） Vysehrad (The High Castle) 

第2 曲モルダウ Vltava (The Moldau) 

第3 曲シャ ー ルカ Sarka 

第4曲ボヘミアの森と草原より Z cesk'ch luhuv a hajuv (From Bohemia's Woods and Fields) 

第5曲タ ーボル Tabor 

第6 曲ブラニー ク Blanfk 

3.13（金） 19:00開演 3.15(8)15:00 開演 3.16 （月）19:00 開演

サントリ ー ホ ー ル Bunkamura ォ ー チャ ー ドホ ール 東京オペラシテイコンサートホ ール
Fri. March 13, 19:00 at Suntory Hall Sun. March 15, 15:00 at Bunkamura Orchard Hall Mon. March 16, 19:00 at Tokyo Opera City Concert Hall 

Photo: M. Pletnev ©Takafumi Ueno 



『わが祖国』を全曲で愉しむ
。

東京フィルハ
ー

モニー 交響楽団2020シ ーズン3月定期演奏会

稀代の天才音楽家、ミハイル ・ プレトニョフ。一切の無駄を排した柔かく的確な棒さばきによって、艶やかで輝かしい音がオ ー ケストラか

ら溢れ出します。スメタナの代表作『わが祖国』は全6曲の交響詩から成り、スメタナの故郷チェコの原風景が描かれています。チェコで

は第二の国歌ともいわれる第2曲「モルダウ」のほかにも珠玉の名曲が連なり、プレトニョフの類まれな芸術的感性が、悠久の自然と

歴史を映し出します。全曲演奏ならではの壮大な物語をお楽しみください。

©Takafom; Ueno 

東京フィルハー モニー 交響楽団特別客演指揮者

ミハイル ・ プレトニョフ
Special Guest Conductor of the Tokyo Philharmonic Orchestra : Mikhail Pletnev 

一言では説明できない多オな芸術家。ピアニスト、指揮者、作曲家として魔
法のような才能で、世界中の聴衆を魅了している。1978年にチャイコフス
キ ー 国際コンク ールのゴールド ・ メダルと第1位を受賞し、国際的な脚光を
浴びる。指揮者としても世界的な尊敬を集め、1990年にはロシア史上初め
て国家から独立したオ ーケストラとしてロシア ・ ナショナル管弦楽団(RNO)
を創設し芸術監督に就任した。2015年に東京フィルハー モニー 交轡楽団特
別客演指揮者に就任、グリ ー グ『ペール ・ ギュント』全曲など意欲的なプログ
ラムを披露。エリツィン前大統領およびプーチン大統領によってロシア共和
国第一等国家賞を授与されている。

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
■サントリ ーホールチケットセンター (3/13のみ）
■ Bunkamuraチケットセンタ ー (3/15 のみ）
■東京オペラシティチケットセンタ ー (3/16のみ）
■チケットびあ
■イープラス
■楽天チケット

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
0570-55-0017 http://suntoryhall.pia.jp/ 
03-3477-9999 http://www.bunkamura.eo.jp/mybunkamura/ 
03-5353-9999 
0570-02-9999 http://t.pia.jp/ [Pコ ー ド 3/13公演：167-409 3/15公演： 167-410 3/16公演：167-411]
http://eplus.jp/ 
http:/ /ticket.rakuten.co.jp/ 

■ロ ーソンチケット
※託児サー ビス（有料・要予約•3/16のみ）

0570-000-407 http:// l-tike.com/ [Lコ ー ド 38522]
イベント託児・マザーズ0120-788-222

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。

オ
ー

（パ攣東京オi；,？麟
東京フィルハ ー モニ ー 交饗楽団

2020シ ーズン
定期演奏会

[ 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

[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
［壮大な音楽物語］ [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 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, 1定期会員券・好評発売中※期閤限定販売中一
[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


