
東京フィルハーモニー交響楽団
東京フィルの

14:00開演（13:15開場）
東京オペラシティ コンサートホール

2023シーズン2023シーズン

14:00開
東京オペラシティ コ

主催：公益財団法人 東京フィルハーモニー交響楽団　協力：京王電鉄株式会社（4/15公演）

イラスト：ハラダチエ

4月15日（土）第96回

指揮とお話：和田一樹
サクソフォン ：上野耕平＊

クラシックの車窓から
J.シュトラウス／ポルカ『観光列車』
オネゲル／『機関車パシフィック231』
酒井格／シーサス・クロッシング＊

和田一樹／京王ライナーオリジナルBGM「KO5000」
ドヴォルザーク／交響曲第9番『新世界より』

5月1日（月）第29回

指揮とお話：角田鋼亮
ピアノ ：五十嵐薫子＊

春のイチバン
モーツァルト／
　歌劇『フィガロの結婚』序曲
リスト／ピアノ協奏曲第1番＊

シューマン／交響曲第1番『春』
エルガー／行進曲『威風堂々』第1番
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平日の午後のコンサート休日の午後のコンサート
愛され続けて24年目。午後コンの�元祖� ゆったりと、平日午後に �音楽のご褒美�

8月7日（月）第31回

指揮とお話：出口大地
ピアノ：清水和音＊

真夏の午後の夢
ハチャトゥリアン／
　劇音楽『仮面舞踏会』より�ワルツ�
グリーグ／ピアノ協奏曲より第1楽章＊

ベルリオーズ／幻想交響曲より

7月6日（木）第30回

指揮とお話：小林研一郎
ピアノ ：小林亜矢乃＊

コバケン・クライマックス
チャイコフスキー／
　ピアノ協奏曲第1番より第1楽章＊ 

　交響曲第4番より第1楽章
　交響曲第6番『悲愴』より第2楽章
　交響曲第5番より第4楽章 ほか
※7月9日「渋谷の午後のコンサート」と一部同演目

6月11日（日）第97回

指揮とお話：出口大地
ヴァイオリン：松田理奈＊

よくばりヴァイオリン
ハチャトゥリアン／
　バレエ音楽『ガイーヌ』より�剣の舞�
ヴィヴァルディ／『四季』より「春」＊

チャイコフスキー／
　ヴァイオリン協奏曲より第1楽章＊

メンデルスゾーン／
　ヴァイオリン協奏曲より第3楽章＊

ベートーヴェン／交響曲第5番『運命』

12月3日（日）第99回

指揮とお話：円光寺雅彦
ヴァイオリン：廣津留すみれ＊

クリスマス in ニューヨーク
アンダーソン／舞踏会の美女
モンティ／チャールダーシュ＊

エルガー／愛のあいさつ＊

サラサーテ／ツィゴイネルワイゼン＊

ワルトトイフェル／スケーターズ・ワルツ
チャイコフスキー／
　バレエ組曲『くるみ割り人形』

9月3日（日）第98回

指揮とお話：小林研一郎
ピアノ ：小林亜矢乃＊

コバケンのベートーヴェン！
ベートーヴェン／
　劇音楽『エグモント』序曲
　ピアノ協奏曲第3番＊

　交響曲第6番『田園』より第1楽章
　交響曲第7番より第2楽章
　交響曲第3番『英雄』より第4楽章

11月6日（月）第32回

指揮とお話：円光寺雅彦
ピアノ：清塚信也＊

なんでもO
オーケ

Kストラ！！
ラフマニノフ／
　ピアノ協奏曲第2番より第2楽章＊

ベートーヴェン／ピアノ協奏曲第5番
　『皇帝』より第3楽章＊

チャイコフスキー／バレエ音楽『くるみ割
　り人形』より�金平糖の踊り�
ラヴェル／ボレロ ほか
※11月5日「渋谷の午後のコンサート」と同演目

オフィシャル
サプライヤー



▶東京フィルハーモニー交響楽団

東京オペラシティ コンサートホール

諸注意※「クラシック音楽公演における新型コロナウイルス感染拡大予防ガ
イドライン」に基づき、感染症対策を実施いたします。ご来場のお客様は当団
WEBサイト「コンサート詳細情報」記載の＜当団の実施する新型コロナウイ
ルス感染症予防対策について＞をご確認の上、ご協力くださいますようお願
い申し上げます。※演奏中及び楽章間のご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。※ご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。

【交通のご案内】   ■ 京王新線初台駅東口下車
〒163-1403 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー3F
東京オペラシティは京王新線『初台駅」東口と直結しています
※都営新宿線は直通運転

●チケットぴあ　https://t.pia.jp/
●イープラス　 https://eplus.jp/
●東京オペラシティチケットセンター 03-5353-9999

託児サービス（有料・要事前予約）あり
イベント託児・マザーズ® 0120-788-222
 (土日祝日を除く10:00-12:00、13:00-17:00)

 03-5353-9522
  https://www.tpo.or.jp/ 24時間・座席選択可 東京フィル

▶ お申込み・お問い合わせ ●東京フィルチケットサービス

1911年創立。日本のオーケストラとして最古の歴史をも
ち、メンバー約160名、シンフォニーオーケストラと劇場
オーケストラの両機能を併せもつ。名誉音楽監督チョン・
ミョンフン、首席指揮者アンドレア・バッティストーニ、特別
客演指揮者ミハイル・プレトニョフ。自主公演の他、新国立
劇場他でのオペラ・バレエ演奏、NHK他における放送演奏
など、高水準の演奏活動を展開。また、海外
公演も積極的に行い、国内外から高い注目を
集めている。

※都営大江戸線ご利用の際は、
『新宿駅』乗り換えが便利です！

営業時間：平日10時～18時　定休日：土日祝日、年末年始
※チケット発売初日の土日祝のみ10時～16時営業

お客様の質問に答えるコーナーも！

“午後
コン”でオーケストラをもっと身近に

皆様に
愛されて24

年

大人気シリーズ、東京フィルの  は
オーケストラの迫力の生演奏と人気指揮者のお話を
楽しむユニークなコンサート。誰もが一度は聴いたこ
とのある名曲の数々を、マエストロのとっておきの
エピソードとともにたっぷりご堪能いただけます。気持
ち華やぐ素敵な午後のひとときを過ごしませんか？
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▶ チケット料金

▶ チケット発売日

※お得な「4回セット券」はシリーズを通して同じお座席となり、翌年のご継続も可能です。
※１回券は4回セット券で残席がある場合のみ販売します（発売日は下記）。
※東京フィルフレンズへの入会は東京フィルチケットサービスへお電話でお申込みください。 チケットお申

込み時にご入会可能です。東京フィルフレンズは、東京フィル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）。

チケット発売日 4回セット券 1回券
4月・5月・6月公演 7月・8月・9月公演 11月・12月公演

最優先発売※お電話のみ受付
賛助会員・定期会員

2023年
1/28(土)10:00

2023年
3/7(火)10:00

2023年
5/16(火)10:00

2023年
8/22(火)10:00

優先発売※お電話のみ受付
東京フィルフレンズ会員

2023年
2/4(土)10:00

2023年
3/11(土)10:00

2023年
5/20(土)10:00

2023年
8/26(土)10:00

WEB優先発売
期間中はどなたでも
お求めいただけます

2/4(土)10:00 ～ 
2/20(月)23:59

3/11(土)10:00 ～ 
3/21(火・祝)23:59

5/20(土)10:00 ～ 
5/29(月)23:59

8/26(土)10:00 ～ 
9/4(月)23:59

一般発売 2023年
2/21(火)10:00

2023年
3/22(水)10:00

2023年
5/30(火)10:00

2023年
9/5(火)10:00

午後のコンサート（平日／休日各シリーズ共通）
4回セット券 Ｓ席 Ａ席 Ｂ席 Ｃ席
定価 ¥20,520 ¥16,560 ¥11,160 ¥8,400
東京フィルフレンズ／WEB優先発売期間 ¥18,468 ¥14,904 ¥10,044 ¥7,560

 1回券 Ｓ席 Ａ席 Ｂ席 Ｃ席
定価 ¥5,700 ¥4,600 ¥3,100 ¥2,100
東京フィルフレンズ／WEB優先発売期間 ¥5,130 ¥4,140 ¥2,790 ¥1,890
参考：（4回セット券フレンズ価格） （¥4,617） （¥3,726） （¥2,511） （¥1,890）


