
東京芸術劇場へのアクセス

● ラ・フォル・ジュルネTOKYO 2018 プレフェス・ア・コマエ　４月28日（土）～29日（日）
　
● VIA AETERNA NARA（ヴィア・エテルナ奈良） ～永遠の道～　5月7日（月）～13日（日）

● JR・東京メトロ・東武東上線・西武池袋線でお越しの場合
池袋駅西口より徒歩2分（駅地下通路2b出口と直結）
● 成田空港から
池袋駅西口まで145分／JR成田エクスプレス 東京駅まで53分／JR東京駅より池袋駅まで24分
● 羽田空港から
モノレール浜松町駅まで23分／JR浜松町駅より池袋駅まで30分

東京国際フォーラムへのアクセス
● JR線でお越しの場合
有楽町駅より徒歩1分／東京駅より徒歩5分（京葉線東京駅とB1F地下コンコースにて連絡）
● 地下鉄でお越しの場合
・有楽町線：有楽町駅（B1F地下コンコースにて連絡）
・日比谷線：銀座駅より徒歩5分／日比谷駅より徒歩5分
・千代田線：二重橋前駅より徒歩5分／日比谷駅より徒歩7分
・丸ノ内線：銀座駅より徒歩5分
・銀座線：銀座駅より徒歩7分／京橋駅より徒歩7分
・三田線：日比谷駅より徒歩5分
● 成田空港から
リムジンバス 東京駅まで80～90分／JR成田エクスプレス 東京駅まで53分
● 羽田空港から
モノレール浜松町駅まで23分／JR浜松町駅より有楽町駅まで4分
● 首都高速道路（東京国際フォーラム）
霞ヶ関出口から晴海通り／神田橋出口から日比谷通り／宝町出口から鍛冶橋通り
京橋出口から鍛冶橋通り
※ 音楽祭期間中、東京国際フォーラムの一般駐車場は大変混雑いたしますので、

できるだけ電車等の公共交通機関をご利用ください。
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venue : Tokyo International Forum and Tokyo Metropolitan Theatre & more
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● 主催：ラ・フォル・ジュルネTOKYO 2018 運営委員会

 　　  （株式会社KAJIMOTO／株式会社東京国際フォーラム／豊島区／三菱地所株式会社）
● 企画制作：CREA／KAJIMOTO

● 特別協力：

● 後援：在日フランス大使館／アンスティチュ・フランセ日本、ナント市、外務省、文化庁、国際交

流基金、東京都、千代田区、公益財団法人としま未来文化財団、一般社団法人千代田区観光

協会、在日フランス商工会議所、一般社団法人大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会、リ

ガーレ（特定非営利活動法人大丸有エリアマネジメント協会）、一般社団法人日本クラシック音楽

事業協会

● 特別協賛： 　

● 協賛：

アルファ ロメオ、飯田電機工業、管楽器専門店ダク、協栄、京橋エドグラン、きんでん、斎久工業、

島村楽器、シミズオクト、太平エンジニアリング、高砂熱学工業、帝国ホテル、東京エイドセンター、

東京交通会館、東京スクエアガーデン・東京建物、東レ、パシフィックアートセンター、富士通マー

ケティング、丸茂電機、三菱商事、森村設計、ローランド

ICOMM、愛知、アヴァンティスタッフ、青木あすなろ建設、浅草鮒忠、石田大成社、井筒まい泉、

NHKアート、NTTデータ、岡村製作所、オリバー、カブキヤ、KITTE丸の内テナント会、京樽、クラシ

カ・ジャパン、工芸社、コトブキシーティング、佐伯印刷、SAKURA International、シアターワーク

ショップ、JXTGグループ、ジェイ・ビー・シー・サービス、 シネ・フォーカス、シモジマ、JATO、昭栄美

術、SAFE LISTENING Live!、損害保険ジャパン日本興亜、第一生命保険、タワーレコード、

Tokyu Plaza Ginza／東急プラザ銀座、東京観光財団、東京ガス、東京高速道路、東建社、東

洋通信工業、トーガシ、常盤軒フーズ、戸田建設、トヨタ自動車、ナブコシステム、二幸産業、ニッセ

イコム、日本オラクル、日本不動産管理、パソナグループ、日立製作所、日立ビルシステム、日比谷

プロワーク、富士植木、富士ゼロックス、フジヤ、playground、フロムトゥ、ボックス・ワン、松尾弦楽

器、丸ノ内ホテル、丸紅、マロニエゲート銀座１、三井住友海上火災保険、三菱ケミカルホールディ

ングス、三菱重工業、三菱重工機械システム、三菱電機、三菱電機ビルテクノサービス、ムラヤマ、

明治安田生命保険、横浜エレベータ、ヨックモック、レム日比谷・レム秋葉原、ワンダーコーポレー

ション

● 協力：エフエム東京、OTTAVA、J-WAVE、ナクソス・ジャパン、ミュージックバード、アイエムエス、

浅野太鼓楽器店、浅野太鼓文化研究所、梅岡楽器サービス、カシオ計算機、スタインウェイ・ジャ

パン、タカギクラヴィア、パール楽器製造、松尾楽器商会、ヤマハミュージックジャパン、アサヒ飲

料、エーシーシステムサービス、ENOTECA、俺の、オンザウェイ、グラムス、サンシャインシティ、ジャ

パンビバレッジホールディングス、そごう・西武、千代田区立日比谷図書文化館、東京急行電鉄、

東京メトロ、東武百貨店、フォステクス、ミリオン商事、よし与工房、ラックスマン、WACCA 池袋

● オフィシャル・チケット・マネジメント：

詳しい内容や最新情報は公式サイトへ
スマートフォンでもご覧いただけます。

国内別都市にて
同時開催！

www.lfj.jp LFJ2018 検索

● お問い合わせ

ラ・フォル・ジュルネTOKYO 運営委員会事務局
☎ 03-3574-6833（平日10:00～18:30／土・日・祝休）

3月17日（土）チケット発売開始
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全体主義体制や内戦から逃れ、
新しい世界へ亡命・移住した作曲家たち
● ショパン：ピアノ協奏曲第１番・第２番、マズルカ、バラード 
● ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第４番、交響的舞曲 
● プロコフィエフ：ピアノ協奏曲第３番、古典交響曲
● ストラヴィンスキー：弦楽のための協奏曲、兵士の物語 
● コルンゴルト：ヴァイオリン協奏曲
● シェーンベルク：ピアノ協奏曲
● バルトーク：ピアノ協奏曲第3番、管弦楽のための協奏曲
● アルベニス：イベリア
● ロドリーゴ：アランフェス協奏曲

自らの意志で母国を離れ、
新しい世界へ移住した作曲家たち
● ヘンデル：合奏協奏曲第１番、シャコンヌ
● スカルラッティ：ソナタ
● ドヴォルザーク：交響曲第9番 「新世界より」、チェロ協奏曲

魂の深淵に新しい世界を求めた作曲家たち
● ベートーヴェン：交響曲第３番「英雄」、ピアノ協奏曲第５番「皇帝」
● シューベルト：冬の旅、幻想曲
● シューマン：幻想曲

ワールドミュージック、ジャズ、映画音楽
● 中世の放浪の歌、地中海沿岸地方の音楽
● ブルース、ロマミュージック、クレズマー、現代の放浪の歌
● 太鼓、ニューオーリンズジャズ、コンテンポラリージャズ
● シネマ・コンサート、映画音楽集

音楽はシンプルな音の組み合わせにより、無限に広がりさまざまな表情を見せ、多彩なストーリーを感じ、未知の世界に僕たちを誘ってくれま
す。これに着想を得て、「LFJ」というロゴも、シンプルで幾何学的なかたちを組み合わせて構成しました。文字には陰影をつけ、奥行きを感じる
ような表現にしています。「文字」ではなく「ラ・フォル・ジュルネTOKYOというクラシックフェスのアイコン」としてデザインしています。テーマカ
ラーの基本色は情熱、革新、エネルギーの赤としましたが、あえて展開カラーを限定せず、毎年テーマにあわせて変幻自在に変えていくような
設定にしました。一見クラシックとは思えないようなポップな佇まいと自由なレギュレーションのロゴですが、シンプルなものの組み合わせか
ら、何か新しいものが生まれ、どんどん新鮮な広がりを見せていくというのは、とても音楽らしく、音楽の本質に近いのではないかと思うのです。
「ラ・フォル・ジュルネTOKYO」と共に、未来の音楽のヴィジョンと可能性を感じるアイコンとして、楽しんでいただければ嬉しく思います。

クリエイティブ・ディレクター  佐藤可士和

登場する主な作曲家と演奏曲目

ロゴマークを一新！クリエイティブ・ディレクター佐藤可士和氏を起用し、
さらに進化し続けるラ・フォル・ジュルネ！

エリア拡大でパワーアップ！ 
さらに進化する世界最大のクラシック音楽祭！

「新しい世界」と出会う10の方法

テーマは
「モンド・ヌーヴォー  新しい世界へ」
LFJ2018では、新しい世界へと開かれた精神が刺激に満ちた

異文化と出会って生まれた、さまざまな傑作に光を当てます。

いつの時代も作曲家たちは人生のある時期、母国を離れて外国

に移り住みました。主に20世紀には政治的な理由で、生まれ故郷

や住み慣れた街に別れを告げることを余儀なくされ、かたや

バロック時代には、異国への好奇心に突き動かされ新天地を

目指しました。

作曲家たちが自分たちのルーツから遠く離れた場所で書き

あげた作品は、どれも意味深く、感動的です。そこにはノスタル

ジーとともに、「新しい世界」と出会う欲求や希望を感じとること

ができます。壮大な歴史のうねりと作曲家の人生が交錯して生ま

れた、心揺さぶるドラマをご堪能ください。

1.お子さまといっしょに楽しむ休日
毎年大人気の「0歳からのコンサート」をはじめ、午前中は「子どもたちの音楽
アトリエ」など無料イベントも充実。コンサートの合間に広場や公園で屋台の
料理を楽しんだり、マルシェを覗いたり…。素敵なゴールデンウィークになること
まちがいなし。

2.迷ったら、まずはオトクなホールAパスポート！
全178公演、「こんなにたくさんじゃ、どれを選べばいいのかわからない」と
おっしゃるあなた。ズバリ、ホールAのパスポートをおすすめします。どれも一流
アーティストの演奏によるオーケストラ曲の傑作ばかり、まさにクラシック音楽の
醍醐味を堪能できます！しかも料金も超オトク。スクリーンに映し出されるアー
ティストの表情を見ながら演奏を聴けるのも、野外のような広大な空間で5,000
人の音楽ファンと感動を分かち合えるのも、ホールAならではです。

3.大好きなアーティストを追っかける
LFJではひとりのアーティストが３日間にわたってソロリサイタル、室内楽、協奏
曲など異なったかたちで登場することがしばしば。大好きなアーティストのさま
ざまな魅力をいっぺんに堪能できるのもLFJならではの楽しみです。さあ、今年
は誰にフォーカスするか。演奏を聴いたことがなくても、アーティスト写真で選ん
で追いかけるのもトキメキますよ。

4.気になる作曲家やジャンルをまとめ聴き
今年のLFJは、たとえばショパンやラフマニノフなど作曲家で選んでみたり、
ワールドミュージックや吹奏楽などのジャンル限定で選んでみても存分にお楽
しみいただけます。大好きな作曲家やジャンルをとことん究めるチャンスでも
あります。

5.大好きな楽器にしぼって聴きまくる
たとえばピアノ公演だけでも約90公演。声のコンサートは合唱からソロまで約
30公演。他にも楽器毎に聴きくらべ出来るのもLFJの魅力！朝から晩までお好き
な楽器の音色に浸ることができます。16～17ページの出演者INDEXを今すぐ
チェック！

6.公式本を徹底的に予習して激レア曲をまとめ聴き
今年のLFJはクラシック・ファンにとって、知られざる傑作をたくさん発見する
チャンスです。その手助けをしてくれるのが小説家のエティエンヌ・バリリエ氏
が書き下ろした今回の公式本「『亡命』の音楽文化誌」（発売中）。LFJ2018
に登場する亡命作曲家たちの人生が描かれたこの書を読むと、「この曲、絶対
に聴いてみたい！」と思える作品が次々に見つかります。クラシックの「新しい
世界」へ導いてくれる必読書です。

7.「未知の才能」を発見する喜び
数年後にスターの仲間入りを果たした「未知の才能」を、LFJはこれまでも
数 ご々紹介してきました。特に今年のLFJは、これまで以上に「未知の才能」
の宝庫です。聞いたことのない名前のアーティスト、それこそ要チェックですよ！

8.「３分で見つかるあなたにピッタリのコンサート」
「普段クラシックは聴かないし、アーティストや曲の名前も詳しくないんだけど」
とおっしゃるあなた、何の問題もありません！公式サイトにあるコーナーをご覧い
ただければ、あなたにピッタリのコンサートが３分あれば見つかります。お忙しい
方にもオススメです。

9.チケット１枚から始まる音楽三昧の３日間
LFJのチケットは魔法のパスポート。チケット（半券でも可）1枚あれば、３日間朝
から晩まで、無料コンサートやワークショップ、講演会やマスタークラスなどさま
ざまな無料イベントを楽しめます！もちろん丸の内、池袋どちらでもOKです！
（無料イベントの内容は４月中旬発表。）

10.「新しい世界」とのキューキョクの出会い方？！
来場者アンケートで毎年しばしば見かけるのが、「この時間が空いていたので
売れ残っていたコンサートのチケットを買ったら、これが大当たりでビックリ！」と
いうご意見です。そう、もしかすると思いがけない出会いこそ、人生の最大の
喜びなのかもしれません。そんなたくさんの出会いが生まれるのもLFJならでは。

14回目の丸の内エリアに加え、池袋エリアでも３日間同時開催。これまで以上にクラシックのジャンルを超えた、趣向に富んだ

音楽の祝祭を繰り広げます。ネーミングやロゴも一新し、生まれかわったラ・フォル・ジュルネの、新たな冒険の旅が始まります！

ラ・フォル・ジュルネ TOKYO つの魅力

1.

アーティスティック・ディレクター
ルネ・マルタン

毎年異なる斬新なテーマ展開

2. １公演約45分。朝から晩までいくつものプログラムを気軽にハシゴできる。

3. 国内外の一流の演奏を低料金で楽しめる。
※今年はホールAのA・B席が大幅増量！さらにお求めやすくなりました。

4. 多彩な無料イベントを開催
5. 赤ちゃんからクラシック通までピクニック気分で楽しめる

6.

6 

街全体が音楽であふれ「お祭り」ムード一色に

「LFJでは皆さん一人一人がアーティスティック・ディレクターなんです」とルネ・マルタンが語るように、赤ちゃんからクラシック通まで、
100人いれば100通りの楽しみ方ができるのがLFJ。プログラム選びのそのときから、「新しい世界」への旅が始まります。
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（木・祝）

の聴きどころ
初日の丸の内ホールAは怒涛の協奏曲づくし。
ホールB7はあたかもワールドミュージック・フェ
スの観。Cではあのイ・ムジチやロシアの重低音合
唱団、LFJ委嘱の大スペクタクル・オラトリオが登
場。小規模ホールでは次々に意欲的なピアノのリ
サイタルが繰り広げられ、さながらピアノの楽園！
かたや池袋では、あのバーバラ・ヘンドリックスが
ブルースを歌い、渋さ知らズが別世界より到来と
いうハチャメチャぶり。初日からフォル度全開！

35

（木・祝）

タイムテーブル

Pコード 597-807
Lコード 36331

Pコード 597-808
Lコード 36332

Pコード 597-809
Lコード 36333

Concert Hall Theater East Theater West〈ブレヒト〉 1999席 〈ボウルズ〉 272席 〈ツェラン〉 270席
コンサートホール シアターイースト シアターウエスト

p=ピアノ
or=オルガン
vl=ヴァイオリン
va=ヴィオラ
vc=チェロ

cb=コントラバス
g=ギター
hp=ハープ
fl=フルート
cl=クラリネット

ob=オーボエ
hr=ホルン
fg=ファゴット
tp=トランペット

S=ソプラノ
Ms=メゾソプラノ
A=アルト
T=テノール
Br=バリトン

① 公演番号
② チケット料金
③ 公演タイトル

⑤小学校低学年以上の
お子さまと聴くのに
オススメの公演

④入場可能な年齢
　　　0歳以上入場可
　　　3歳以上入場可
　　　6歳以上入場可
　　　18歳以上入場可

0才 ▲
3才 ▲
6才 ▲
18才 ▲

※終演時間はおよその目安です。 ※プログラムはやむを得ぬ事情により変更になる場合があります。 ※3月5日（月）現在の情報です。

111 10:00-10:45 (45’)

“シネマコンサート～ハリウッドへの軌跡”
クルージュ・トランシルヴァニア・フィルハーモニー管弦楽団
カスパル・ゼンダー（指揮）
J・ウィリアムズ :映画《シンドラーのリスト》から
J・ウィリアムズ：映画《インディ・ジョーンズ：レイダース失われた
アーク》から ほか
華麗なる映画音楽名選集！ハリウッドにわたったヨーロッパの亡命
作曲家たちとその系譜。

T
Ticket S¥2,500 A¥1,500 3才 ▲

リシャール・ガリアーノ
［アコーディオン］
リシャール・ガリアーノ
［アコーディオン］

エドウィン・
クロスリー＝マーサー
［バリトン］

パヴェル・シュポルツル
［ヴァイオリン］

アンヌ・ケフェレック
［ピアノ］
アンヌ・ケフェレック
［ピアノ］渋さ知らズ オーケストラ渋さ知らズ オーケストラ

© Laurent Benhamou© Laurent Benhamou
Yom＆Quatuor IXIYom＆Quatuor IXI

© Jean-baptiste millot© Jean-baptiste millot©Eiji Tokuno （CHROME）©Eiji Tokuno （CHROME）

バーバラ・ヘンドリックス
［ソプラノ］

©Mats Backe

イ・ムジチ合奏団イ・ムジチ合奏団

楽器・パート略号 凡 例 池袋 東京芸術劇場

東京国際フォーラム丸の内

④⑤②
③

①

池袋駅

有楽町駅
有楽町線 会場の東京国際フォーラムと東京芸術劇場は離れたエリアにありますので、両エリア間の移動時間には余裕を持ってお越しください。

111 10:00-10:45 (45’)

“シネマコンサート～ハリウッドへの軌跡”
クルージュ・トランシルヴァニア・フィルハーモニー管弦楽団
カスパル・ゼンダー（指揮）
J・ウィリアムズ :映画《シンドラーのリスト》から
J・ウィリアムズ：映画《インディ・ジョーンズ：レイダース失われた
アーク》から ほか
華麗なる映画音楽名選集！ハリウッドにわたったヨーロッパの亡命
作曲家たちとその系譜。

T

112 12:00-12:45 (45’)

兵庫芸術文化センター管弦楽団
井上道義（指揮）
ヒンデミット：序曲「エロスとプシュケ」
ヒンデミット：交響曲「画家マティス」
ナチスを苛立たせ、ヒンデミット亡命のきっかけとなった「画家マ
ティス」と、彼のアメリカ時代の作品を。

T

113 14:00-14:50 (50’)

アブデル・ラーマン・エル＝バシャ（p）
クルージュ・トランシルヴァニア・フィルハーモニー管弦楽団
カスパル・ゼンダー（指揮）
チャイコフスキー：イタリア奇想曲 op.45
プロコフィエフ：ピアノ協奏曲第3番 ハ長調 op.26
革命後しばらくのあいだ、西側とソ連を行き来したプロコフィエフ。
第3番は、アメリカで発表された意欲作。

T

114 16:15-17:00 (45’)

クルージュ・トランシルヴァニア・フィルハーモニー管弦楽団
カスパル・ゼンダー（指揮）
ドヴォルザーク：交響曲第9番 ホ短調 op.95「新世界より」
「新世界」アメリカで3年を過ごしたドヴォルザーク。その抒情的な
交響曲は、チェコへの郷愁に満ちている。

T

115 18:30-19:30 (60’)

バーバラ・ヘンドリックス（S）
マティアス・アルゴットソン（p、or）
マックス・シュルツ（g）
ウルフ・エングランド（g、照明デザイン）
ブルース、黒人霊歌などを、ラ・フォル・ジュルネ スペシャルバンド
で披露
アフリカからアメリカへ。黒人奴隷たちが苦悩と希望を託した歌を
起源とするブルースの、多彩な側面に迫る。

T

“Road to freedom”

“Illuminations”

116 22:00-23:00 (60’)

渋さ知らズ オーケストラ
ドヴォルザークの「新世界より」を渋さが換骨奪胎。別世界より池袋
に到来し、音のカオスを巻き起こさん！

T

“モンド・オートル～別世界より”

“中世の伝統歌Ⅰ”
アンサンブル・オブシディエンヌ
エマニュエル・ボナルド（リーダー）
人はいつの時代も故郷を想い歌う。民俗音楽や中世の美術を参照
し再現された楽器は一見一聴の価値あり！

123 14:00-14:45 (45’)T

124 16:00-16:45 (45’)

モディリアーニ弦楽四重奏団
ドヴォルザーク：弦楽四重奏曲第12番 ヘ長調  op.96「アメリカ」
ドホナーニ：弦楽四重奏曲第3番 イ短調 op.33
ナチスに追われアメリカに亡命したハンガリー人ドホナーニの作品
と、ドヴォルザークのアメリカ滞在の成果を。

T

125 18:00-18:45 (45’)

アブデル・ラーマン・エル＝バシャ（p）
ショパン：バラード第1番 ト短調 op.23
ショパン：子守歌 変ニ長調 op.57
ショパン：舟歌 嬰ヘ長調 op.60
プロコフィエフ：「ロメオとジュリエット」から モンタギュー家と
キャピュレット家
ラフマニノフ：前奏曲 op.23から 第4、5番
ラフマニノフ：前奏曲 op.32から 第5番
ラフマニノフ：前奏曲 op.23から 第2番
亡命者ショパン、諸国遍歴中のプロコフィエフ、祖国脱出前のラフマ
ニノフ――歴史に翻弄された作曲家たち。

T

126 20:15-21:00 (45’)

ルイス・フェルナンド・ペレス（p）
アルベニス：スペインの歌
アルベニス：ナバーラ
トゥリーナ：交響詩「幻想舞曲集」
外国で学び暮らした「国際派」、アルベニスとトゥリーナの心につね
に寄り添う祖国スペインの情景。

T

131 10:30-11:15 (45’)

アレーナ・バーエワ（vl）
クレール・デゼール（p）
ラフマニノフ：2つのサロン風小品 op.6から 第1曲「ロマンス」
ストラヴィンスキー：バレエ音楽「妖精の口づけ」 - ディヴェルティ
メントから パ・ド・ドゥ ほか
日本では仙台コンクールの覇者としてお馴染み、力強く迷いなき演
奏が魅力の将来有望なヴァイオリニスト！

T

132 12:30-13:15 (45’)T芸劇ウインド・オーケストラ・アカデミー生による木管五重奏
ヴァイル：「三文オペラ」から 5つの楽章
クシェネク：ペンタグラム op.163
ヒンデミット：5つの管楽器のための小室内音楽
ナチスに国を追われてアメリカを目指した3人の作曲家たちの個性
に光を当てる、意欲的なプログラム。

133 14:30-15:15 (45’)

工藤重典（fl）、古部賢一（ob）、山本正治（cl）、日橋辰朗（hr）
吉田将（fg）
ヴィヴァルディ：フルート、オーボエとファゴットのための三重奏曲 ト短調
ロッシーニ：フルート、クラリネット、ホルン、ファゴットのための四重奏曲 へ長調
モーツァルト：弦楽五重奏曲第2番  ハ短調 K.406 (木管五重奏版)
ヨーロッパ各地を訪れたヴィヴァルディとモーツァルト、パリを席巻
したロッシーニ――音楽史を彩る旅人たち。

T

134 16:30-17:15 (45’)

マリー＝アンジュ・グッチ（p）
ショパン：序奏とロンド 変ホ長調 op.16
ラフマニノフ：練習曲集「音の絵」op.39から 第4、5番
プロコフィエフ：ピアノ・ソナタ第6番 イ長調 op.82
ルネ・マルタンが今もっとも注目すべきピアニストとして推す逸材
が、亡命作曲家たちの音楽世界に迫る！

T

135 18:30-19:15 (45’)

アンサンブル・メシアン（クラリネット四重奏）
ストラヴィンスキー：組曲「兵士の物語」（ヴァイオリン・クラリネッ
ト・ピアノ版）
ストラヴィンスキー：クラリネット独奏のための3つの小品
ストラヴィンスキー：イタリア組曲（チェロとピアノのための）
人生の大半を異邦人として過ごした「世界の住人」ストラヴィンス
キーの、スイス時代にちなんだ3作品。

T

136 20:45-21:30 (45’)

Yom＆Quatuor IXI
クレズマー（ユダヤの民衆音楽）クラリネットの第一人者と弦楽四重
奏の出会いが生む斬新サウンド！

T

姜 建華[ジャン・ジェンホワ]（二胡）
楊 宝元[ヤン・ボウユアン]（中国琵琶）
馬思聪：山歌、放牧の歌、ジャンプ龍の光、綏遠組曲
吴厚元：琵琶行読後の連想、紅梅ファンタジア
今年のLFJ唯一の二胡公演！中国出身の馬は、パリ留学後に文化大
革命で祖国を追われアメリカへ亡命した。

122 12:00-12:45 (45’)T

Ticket S¥2,500 A¥1,500

Ticket S¥2,500 A¥1,500

Ticket S¥2,500 A¥1,500

Ticket S¥2,500 A¥1,500

Ticket S¥2,500 A¥1,500

Ticket S¥2,500 A¥1,500

Ticket 指定席¥2,000

Ticket 指定席¥2,000

Ticket 指定席¥2,000

Ticket 指定席¥2,000

Ticket 指定席¥2,000

Ticket 指定席¥2,000

Ticket 指定席¥2,000

Ticket 指定席¥2,000

Ticket 指定席¥2,000

Ticket 指定席¥2,000

Ticket 指定席¥2,000

Ticket 指定席¥2,000

3才 ▲ 3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

6才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

6才 ▲

6才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

6才 ▲

18才 ▲

121 10:00-10:45 (45’)

タンギー・ド・ヴィリアンクール（p）
ナタナエル・グーアン（p）
ラフマニノフ：6つの二重奏曲 Op.11
ドヴォルザーク：スラヴ舞曲集
洗練された解釈で魅せるフランス新世代の二人がLFJ初登場。ロシ
ア時代のラフマニノフの息吹を伝える。

T

115M

134T

● クラリネットの貴公子ラファエル・セヴェールが率いる若き四重奏団 
アンサンブル・メシアンが初登場！

135T

注目のオーケストラ・アンサンブル曲

● LFJ初参加、東欧屈指のオーケストラ クルージュ・トランシルヴァニ
ア・フィルもお聴き逃しなく！

● LFJの看板ピアニスト アンヌ・ケフェレックが奏でる、バルトークの音
楽の遺言

146M

● あのイ・ムジチがLFJに初見参！
141M 143M

● 世界で活躍するチェリスト宮田大が奏でるふたつの隠れた名曲　　
　 　  と、巨匠クニャーゼフによる極め付けのコンチェルト　　　で
チェロの魅力を堪能し尽くせ！

116M113M

113T 112M 113M 114M 115M 116M 146M
● オーケストラ×名ソリストでクラシックの醍醐味を堪能！

映画の”モンド・ヌーヴォー”
111T

● ヨーロッパからの亡命作曲家たちが礎を築いたハリウッド映画音楽の世界

中世や異国へのトリップ

111T 114T 123T 132T 111M 124M 125M 141M 151M
お子さまと楽しむならこのコンサート！

ルネ・マルタンイチ押しの「新しい才能」
● ナントでも話題騒然。20歳の驚異のピアニスト マリー=アンジュ・グッチ
を聴き逃すな！

● 若き女性リコーダー四重奏団パリサンダーはたくさんの笛を駆使し、超
絶技巧の限りを尽くして英国ルネサンス音楽をとびっきりフレッシュに

168M

● あのラルス・フォークトが弾き振りで手兵のノーザン・シンフォニアを
率い、定評あるベートーヴェンの「皇帝」を

注目の声楽曲・合唱曲・オラトリオ
● モーゼがユダヤ人を率いてエジプトから脱出する聖書の物語が大ス
ペクタクル・オラトリオ「エクソダス」に！LFJ2018委嘱作

142M

● 地を揺るがす驚異の重低音。ロシア・エカテリンブルクの合唱団が
LFJに初参戦

142M 145M

● 注目のバリトン歌手エドウィン・クロスリー=マーサーの、まるで歌劇
のように表情豊かな「冬の旅」

137M

● ラヴェルからサルスエラまで、ソプラノとギターとピアノによるスペイン
へのオマージュ

135M

● ヴァイオリンのヴィルトゥオーソ パヴェル・シュポルツルが本場ハンガリー
のバンド、ジプシーウェイと組んでロマの情緒あふれる音楽を熱演　

124M 147M

● アコーディオンの第一人者リシャール・ガリアーノの独奏による放浪の
アコーディオン弾きへのオマージュ　

125M

● フランスの中世音楽をさまざまな復元楽器で奏でるアンサンブル・オブシ
ディエンヌの、ユーモアあふれ心あたたまる音楽世界

136M123T

流浪・放浪にインスパイアされた音楽

● 中世の地中海沿岸の多様な音楽をベースにカンティクム・ノーヴムが奏
でるクロスオーヴァー・ミュージック

122M

● ジャズピアニスト ポール・レイが映画「チャップリンの移民」にあわせて即興
151M

127M

● 現代の吟遊詩人ピアース・ファッチーニがアフリカ系ミュージシャンを率
いて奏でる放浪の歌

● 渋さ知らズは「新世界より」を換骨奪胎した「別世界より」で、芸劇コン
サートホールをカオスの渦に　

116T

● 大ソプラノ歌手バーバラ・ヘンドリックスがスペシャル・バンドを率いてブ
ルースを歌う“Road to Freedom”

115T

● 若者に大人気のクレズマー（ユダヤ音楽）クラリネットの第一人者Yomと
コンテンポラリー・ジャズを得意とする弦楽四重奏団が炸裂させる越境
サウンド　

123M136T

113T111T 114T
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9:30

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

9:30

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

Pコード 597-801
Lコード 36231

Pコード 597-802
Lコード 36232

Pコード 597-803
Lコード 36233

Pコード 597-804
Lコード 36234

Pコード 597-805
Lコード 36235

Pコード 597-806
Lコード 36236A

ホール 〈トーマス・マン〉 5008席

B7
ホール 〈クンデラ〉 822席

B5
ホール 〈ツヴァイク〉 256席

C
ホール 〈ナボコフ〉 1492席

D7
ホール 〈ネルーダ〉 221席

G409
〈デスノス〉 153席

9:30

35

（木・祝）

詳しい内容や最新情報は公式サイトへ
スマートフォンでもご覧いただけます。

www.lfj.jp LFJ2018 検索

p=ピアノ
or=オルガン
vl=ヴァイオリン
va=ヴィオラ
vc=チェロ

cb=コントラバス
g=ギター
hp=ハープ
fl=フルート
cl=クラリネット

ob=オーボエ
hr=ホルン
fg=ファゴット
tp=トランペット

S=ソプラノ
Ms=メゾソプラノ
A=アルト
T=テノール
Br=バリトン

① 公演番号
② チケット料金
③ 公演タイトル

⑤小学校低学年以上の
お子さまと聴くのに
オススメの公演
⑥「ホールA1日パスポート券」
対象公演→詳細は18ページへ。

④入場可能な年齢
　　　0歳以上入場可
　　　3歳以上入場可
　　　6歳以上入場可
　　　18歳以上入場可

0才 ▲
3才 ▲
6才 ▲
18才 ▲

※終演時間はおよその目安です。 ※プログラムはやむを得ぬ事情により変更になる場合があります。 ※3月5日（月）現在の情報です。

タイムテーブル
楽器・パート略号 凡 例丸の内 東京国際フォーラム

東京芸術劇場池袋

Ticket S¥3,000 A¥2,500 B¥1,500

311 10:15-11:00 (45’)

クルージュ・トランシルヴァニア・フィルハーモニー管弦楽団
カスパル・ゼンダー（指揮）
ブラームス：ハンガリー舞曲第1、4、5番
バルトーク：ハンガリー舞曲
エネスク：ルーマニア狂詩曲第2番
エネスク：ルーマニア狂詩曲第1番
エネスクが異郷パリで書いた名曲を中心に。ドイツ、ハンガリー、
ルーマニアを流れるドナウ川に身を任せて。

M

“ドナウから黒海へ”
3才 ▲

PASS
④
⑥

⑤②
③

①

有楽町駅

池袋駅
有楽町線 会場の東京国際フォーラムと東京芸術劇場は離れたエリアにありますので、両エリア間の移動時間には余裕を持ってお越しください。

9:30-10:15 (45’)

111 10:00-10:45 (45’)

“中世の伝統歌Ⅰ”
“パリのモーツァルト”

M

112 12:15-13:05 (50’)M

113 14:30-15:15 (45’)M

114 16:45-17:30 (45’)M

115 19:00-19:45 (45’)M

116 21:15-22:00 (45’)M

141 9:30-10:15 (45’)

イ・ムジチ合奏団
シニガーリャ：スケルツォ op.8
フィンジ：パヴァーナ
セルバンテス：キューバ舞曲集
ドヴォルザーク：8つのワルツ op.54
ショスタコーヴィチ：2つのヴァイオリンとピアノのための5つの小品
バルトーク：ルーマニア民俗舞曲
LFJ初登場の名門が、イギリス、キューバ、チェコ、ロシア、ハンガリー
の作曲家たちの多彩な舞曲を披露。

M

142 11:45-12:30 (45’)

エカテリンブルク・フィルハーモニー合唱団
ウラル・フィルハーモニー管弦楽団
ドミトリー・リス（指揮）
石丸幹二 ほか（朗読）
ラフマニノフ：死の島
ヴィクトロワ：オラトリオ「エクソダス」（日本初演）
ラフマニノフが亡命前に手がけた代表作と、「出エジプト記」から想
を得たウクライナ人作曲家の新作を。

M

143 13:45-14:30 (45’)

イ・ムジチ合奏団
リュリ：バレエ音楽「愛の勝利」序曲、ヘンデル：合奏協奏曲第1番 ト長調 
op.6 HMV319、パーセル（ストコフスキー編）：オペラ《ディドとエネア
ス》から「私が土の中に横たえられた時」（ディドの嘆き）、エイヴィソン：
合奏協奏曲第5番（原曲：D. スカルラッティ）、ボッケリーニ：ピアノ五重
奏曲 ハ長調 op.57-6から第3楽章「マドリードの通りの夜の音楽」
LFJ初登場の名門が、バロック時代を代表する「移住作曲家」ヘンデ
ルとスカルラッティの音楽をお届け。

144 15:30-16:15 (45’)

ロイヤル・ノーザン・シンフォニア
ラルス・フォークト（指揮）
プロコフィエフ：交響曲第1番 ニ長調 op.25「古典交響曲」
ハイドン：交響曲第103番 変ホ長調 「太鼓連打」
ハイドンがイギリスで発表した交響曲と、プロコフィエフが若き日に
ソ連でハイドンを模範に書いた交響曲を。

M

145 17:30-18:15 (45’)

エカテリンブルク・フィルハーモニー合唱団
アンドレイ・ペトレンコ（指揮）
ラフマニノフ：「晩祷 」op.37から抜粋、ラフマニノフ：「聖金口イオア
ン聖体礼儀」op.31から抜粋、ペルト：アヴェ・マリア、ストラヴィンス
キー：アヴェ・マリア、アルハンゲルスキー：最後の審判を待ちながら、
シュニトケ：「3つの聖なる歌」から抜粋、修道士の歌：ヴァラーム修道
院の宗教歌、グレチャニノフ：「受難週」 op.58 から抜粋、スヴィリー
ドフ：「プーシキンの花輪」から起床ラッパが鳴る、ロシア民謡
ロシア帝国の消滅、ソ連の誕生……時代に翻弄された作曲家たちと
ロシア音楽の伝統に迫る稀有なプログラム。

M

146 19:30-20:15 (45’)

アンヌ・ケフェレック（p）
シンフォニア・ヴァルソヴィア
廖國敏[リオ・クォクマン]（指揮）
パデレフスキ：序曲
バルトーク：ピアノ協奏曲第3番
最晩年のバルトークが亡命地アメリカで妻に贈った、郷愁あふれる
美しい音楽の「遺言」。

M

147 21:30-22:15 (45’)

パヴェル・シュポルツル（vl）
ジプシー・ウェイ（伝統ロマ音楽）
ブラームス：ハンガリー舞曲第5番、サラサーテ：ツィゴイネルワイ
ゼン、ブーランジェ：わが祈り、シュポルツル：ヤノス・ビハリに捧ぐ 
～ ジプシー・ファイヤー/トランシルヴァニア幻想曲/ナーネ・
ツォーハ、ババイ：カプリス・ツィガーヌ
流浪の民ロマの音楽世界へ。ビハリはロマのヴァイオリンの名手で、
ベートーヴェンやリストに影響を与えた。

M

151 10:00-10:45 (45’)M

152 11:45-12:30 (45’)

ルイス・フェルナンド・ペレス（p）
アルベニス：スペインの歌
アルベニス：ナバーラ
トゥリーナ：交響詩「幻想舞曲集」op.22
外国で学び暮らした「国際派」、アルベニスとトゥリーナの心につね
に寄り添う祖国スペインの情景。

M

153 13:45-14:30 (45’)

広瀬悦子（p）
ラフマニノフ：「幻想的小品集」 op.3から エレジー
ショパン：バラード第3番 変イ長調 op.47
ボルトキエヴィチ : エレジー op.46
リスト：バラード第2番
リャプノフ：12の超絶技巧練習曲 op.11から 第12番
歴史の荒波にもまれたボルトキエヴィチとリャプノフ。知られざる作
品と有名曲が同居するリサイタル。

M

154 15:30-16:15 (45’)

村松稔之（カウンターテナー）
青柳いづみこ（p）
アウエルバッハ：さくらの夢、平義久：鐘楼、倉知緑郎：小品または
バーレスク、テデスコ：ショパンの前奏曲による3つのマドリガーレ、
ショパン/リスト：6つのポーランド民謡から、アーン：クロリスに、吉
田進：色は匂へど、ほか
ソ連から渡米したアウエルバッハ、実はベネズエラ出身のアーン、パ
リに縁のある吉田ら、多彩な作曲家たちを。

M

155 17:15-18:00  (45’)

アレクサンドル・ギンジン（p）
フィールド：夜想曲集から
ショパン：夜想曲集から
「夜想曲」の創始者フィールドは、アイルランドに生まれ、長年ロシア
で作曲や音楽教育に励んだ。

M

156 19:10-19:55 (45’)

梁美沙[ヤン・ミサ]（vl）、ジョナス・ヴィトー（p）
モーツァルト：「ああ、ママに言うわ」による変奏曲（キラキラ星変奏
曲） K.265
モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ第21番 ホ短調 K.304
モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ第28番 ニ長調 K.306
旅人モーツァルトは滞在先のパリで実母を亡くす。が、同時に現地の
音楽の華麗な作風から大きな刺激を。

M

157 21:00-21:45 (45’)

マタン・ポラト（p）
リゲティ：ムジカ・リチェルカータ
リスト：「超絶技巧練習曲集」から 「夕べの調べ」
リスト：「巡礼の年 第1年 スイス」から 「オーベルマンの谷」
ハンガリーに生まれ諸国を遍歴したリストと、ハンガリーを離れ
ウィーンに亡命したリゲティの傑作を集めて。

M

161 9:45-10:30 (45’)

酒井茜（p）
バルトーク：ルーマニア民俗舞曲
バルトーク：組曲 op.14
ヴァインベルク : 子どもの雑記帳第1集 op.16
クライスラー（ラフマニノフ編）：愛の悲しみ
ラフマニノフ :前奏曲集から
ポーランド人ヴァインベルクはホロコーストを逃れソ連に亡命。ユダ
ヤ系クライスラーも大戦直前に渡米した。

M

162 11:30-12:15 (45’)M

163 13:15-14:00 (45’)

エンリコ・パーチェ（p）
リスト：「詩的で宗教的な調べ」 から抜粋
ヨーロッパ各地を遍歴したリストが、ヴァイマールで完成させた曲
集。晩年の深遠な作風がすでに垣間見える。

M

164 15:00-16:00 (60’)

アンドレイ・コロベイニコフ（p）
ショパン：マズルカ第25番 ロ短調 op.33-4
ショパン：バラード第1番 ト短調 op.23
ラフマニノフ：「幻想的小品集」 op.3から エレジー
ラフマニノフ：コレルリの主題による変奏曲
ショパン：バラード第4番 ヘ短調 op.52
パリの亡命者ショパンと、革命後ヨーロッパとアメリカで暮らしたラ
フマニノフ。二人の抒情性が呼応する。

M

165 17:00-17:45 (45’)

タンギー・ド・ヴィリアンクール（p）
ショパン：3つのワルツ
ショパン：2つのワルツ
プロコフィエフ：ピアノ・ソナタ第3番 イ短調 op.28
ラフマニノフ：前奏曲 嬰ハ短調 op.3-2
ラフマニノフ：前奏曲集 op.23から 第1、2、3、4、5番
ショパン晩年のワルツ、ラフマニノフのロシア時代の傑作、プロコフィ
エフがソ連出国直前に放った野心作を。

M

166 18:45-19:30 (45’)

レミ・ジュニエ（p）
プロコフィエフ：ピアノ・ソナタ第8番 変ロ長調 op.84
ストラヴィンスキー：「ペトルーシュカ」からの3楽章
諸国遍歴ののちソ連に戻ったプロコフィエフと、二度の亡命を経験
した世界人ストラヴィンスキーを聴く。

M

167 20:30-21:15 (45’)

オリヴィエ・シャルリエ（vl）、フローラン・ボファール（p）
マルティヌー：チェコ狂詩曲、ストラヴィンスキー：「妖精の口づけ」
からディヴェルティメント、シェーンベルク：幻想曲 op.47、クライ
スラー：ウィーン風狂想的幻想曲
ナチスを避けアメリカに移った作曲家たちと、アメリカに辿り着いた
「世界人」ストラヴィンスキーの作品を。

M

168 22:15-23:00 (45’)

パリサンダー（リコーダー四重奏）
ダウランド、タリス、バードら、移住や追放を経験したルネサンス期の
イングランドの作曲家たちを回顧。

M

121 10:00-10:45 (45’)M

122 12:00-12:45 (45’)M

123 14:00-14:45 (45’)M

124 16:00-16:45 (45’)M

125 17:45-18:30(45’)M

127 21:30-22:15(45’)M

126 19:30-20:15 (45’)M

131 10:30-11:15 (45’)

福間洸太朗（p）
デッサウ：ゲルニカ
ショパン：24の前奏曲 op.28から 第2、4、14、15、16番
ウルマン：ピアノ・ソナタ第7番
ショパン：ポロネーズ第6番 変イ長調 op.53「英雄」
ショパンの名曲が、デッサウのパリ時代の逸品と、ウルマンのナチス
強制収容所で書いたソナタと共鳴。

M

132 12:15-13:00 (45’)

アレクサンドラ・コヌノヴァ（vl）
マタン・ポラト（p）
曲目未定
ヨアヒム・コンクールの覇者コヌノヴァは、ルネ・マルタンが太鼓判を
押す“必聴”のライジング・スター！

M

133 14:00-14:45 (45’)

堤剛（vc）
クレール・デゼール（p）
バルトーク：狂詩曲第１番
ショパン：チェロ・ソナタ ト短調  op.65
マルティヌー：ロッシーニの主題による変奏曲
チェロを愛したショパンが晩年に拓いた新たな道。渡米直後のマル
ティヌーが書きあげた華麗な作品を添えて。

M

134 15:45-16:30 (45’)

トリオ・オウオン（ピアノ三重奏）
ブロッホ：3つの夜想曲
シェーンベルク（シュトイアーマン編）：浄められた夜
アメリカに身を寄せた二人のユダヤ人作曲家――シェーンベルク初
期の傑作と、ブロッホ亡命期の珠玉の小品。

M

135 17:30-18:15 (45’)

ラケル・カマリーナ（S）、エマニュエル・ロスフェルダー（g）、ヨ
アン・エロー（p）
ラヴェル：シェエラザード／ハバネラ形式のヴォカリーズ、ドビュッシー：前奏曲第2巻
からヴィーノの門、タレガ：グラン・ホタ、ガルシア・ロルカ：「3つの古いスペインの歌」
から抜粋、ロドリーゴ：「3つのスペインの歌」からアデーラ、ファリャ：7つのスペイン
民謡、ドリーブ：カディスの娘たち、チャピ：「セベデオの娘」からサルスエラ
大注目の歌姫カマリーナが贈るスパニッシュ・プログラム。スペイン
に魅せられたフランス人作曲家の作品も。

M

136 19:15-20:00 (45’)

アンサンブル・オブシディエンヌ
エマニュエル・ボナルド（リーダー）
人はいつの時代も故郷を想って歌う。民俗音楽や中世の美術を参照
し再現された楽器は一見一聴の価値あり！

M

137 21:00-22:10 (70’)

エドウィン・クロスリー＝マーサー（Br）
ヨアン・エロー（p）
シューベルト：歌曲集「冬の旅」D911
「ここではないどこか」を求めて自己の内奥を放浪したシューベルト
の、孤独に満ちた「さすらいの歌」。

M

M

“遠く離れた地より”

“Elisabethans in exile”～イギリス・ルネサンス音楽へのオマージュ！～

“亡命とスペイン”

ポール・レイ（ジャズ・ピアノ）
フランスの俊英がチャップリンの名画に挑む！レイ書き下ろしの前奏
曲「チャップリンの世界」の演奏つき。昔のニューヨークにタイムト
リップ！有名映画とフランスのジャズ・ピアニストの華麗な演奏を同
時に楽しもう！

“キッズのためのシネマ・コンサート” 
 ～『チャップリンの移民』

〈0歳からのコンサート
 ～ふしぎな森のおはなし〉
中村萌子（司会）
シンフォニア・ヴァルソヴィア
廖國敏[リオ・クォクマン]（指揮）
メンデルスゾーン：「夏の夜の夢」から
オーケストラと一緒に、妖精たちが待つ夜の世界へ！みんなが知っ
ている「結婚行進曲」も聴こえてきますよ。

Ticket 指定席¥1,500
アンヌ・ケフェレック（P）
ヘンデル：「調子のよい鍛冶屋」ホ長調 HWV430（ハープシコード
組曲第5番から）、スカルラッティ：ソナタ ホ長調 K.531、ソナタ 
変ロ長調 K.57、ソナタ ニ長調 K.145、ソナタ ニ短調 K.32
ヘンデル（ケンプ編）：メヌエット HWV434（ハープシコード組曲
第1番から）
イギリスとスペインで活躍したヘンデルとスカルラッティは、バロック
時代を代表する「移住作曲家」。

Ticket 指定席¥2,800

Ticket 指定席¥2,600

Ticket S¥3,000 A¥2,500

Ticket 指定席¥2,600

Ticket 指定席¥2,400

Ticket 指定席¥2,400

Ticket 指定席¥2,400

Ticket 指定席¥2,400

Ticket 指定席¥2,400

Ticket 指定席¥2,400

Ticket 指定席¥2,400

Ticket 指定席¥2,400

Ticket 指定席¥2,600

Ticket 指定席¥2,600

Ticket 指定席¥2,600

Ticket 指定席¥2,600

Ticket 指定席¥2,600

Ticket 指定席¥2,600

Ticket S¥3,000 A¥2,500

Ticket S¥3,000 A¥2,500

Ticket S¥3,000 A¥2,500

Ticket S¥3,000 A¥2,500

Ticket S¥3,000 A¥2,500

Ticket S¥3,000 A¥2,500

Ticket 指定席¥2,600

Ticket 指定席¥2,600

Ticket 指定席¥2,600

Ticket 指定席¥2,600

Ticket 指定席¥2,600

Ticket 指定席¥2,600

“Paz, Salam et Shalom”
～平和 ～ パス・サラーム・シャローム
カンティクム・ノーヴム
エマニュエル・バルドン（リーダー）
地中海沿岸の多彩な音楽文化を自在に融合。数々のエキゾチックな
楽器と魅惑の声がおりなす音の万華鏡！

Ticket 指定席¥2,800

“Illuminations”
Yom&Quatuor IXI
クレズマー（ユダヤの民衆音楽）クラリネットの第一人者と弦楽四重
奏の出会いが生む斬新サウンド！

Ticket 指定席¥2,800

パヴェル・シュポルツル（vl）
ジプシー・ウェイ（伝統ロマ音楽）
ブラームス：ハンガリー舞曲第5番、サラサーテ：ツィゴイネルワイ
ゼン、ブーランジェ：わが祈り、シュポルツル：ヤノス・ビハリに捧ぐ 
～ ジプシー・ファイヤー、トランシルヴァニア幻想曲、ナーネ・
ツォーハ、ババイ：カプリス・ツィガーヌ
流浪の民ロマの音楽世界へ。ビハリはロマのヴァイオリンの名手で、
ベートーヴェンやリストに影響を与えた。

Ticket 指定席¥2,800

リシャール・ガリアーノ（アコーディオン）
ガリアーノ：クロードのためのタンゴ/オーロラ/バルバラ/フー・
リール、ピアソラ：映画《タンゴ・ガルデルの亡命》から「亡命のタン
ゴ」/オパール・コンチェルトから第2楽章、グラナドス：スペイン舞曲
第5番「アンダルーサ」、ガリアーノ：シャ・ピートゥル（ヴァランタン・
プティの詩にもとづく）/ニューヨーク・タンゴ
ピアソラの後継者にして、ヨーロピアン・タンゴの地平を切り開くフ
ランスの偉才、ガリアーノの音楽世界！

Ticket 指定席¥2,800

“カルト・ブランシュ” 
ボリス・ベレゾフスキー（p）
曲目は当日のお楽しみ。タフな身体と繊細な感性をあわせもつロシ
アン・ピアニズムの雄、降臨！！

Ticket 指定席¥2,800

ピアース・ファッチーニ&トリオ
初来日！フランスで大人気のシンガー・ソングライターがアフリカ系
ミュージシャンと奏でる現代の放浪の歌。

Ticket 指定席¥2,800

サラ・マクエルレイヴィ（va）
ロイヤル・ノーザン・シンフォニア
ジュリアン・ラクリン（指揮）
ヒンデミット：葬送音楽
ベートーヴェン：交響曲第3番 変ホ長調 op.55「英雄」
難聴で遺書を書くほど追い詰められたベートーヴェン。自己と対峙し
世に問うた革新的な音響世界。

Ticket S¥3,000 A¥2,500 B¥1,500

宮田大（vc）
ウラル・フィルハーモニー管弦楽団
ドミトリー・リス（指揮）
プロコフィエフ：ヘブライの主題による序曲  op.34
ブルッフ：コル・ニドライ
ブロッホ：ヘブライ狂詩曲「シェロモ」
ドイツ出身のブルッフとスイス出身のブロッホが異国で作曲した、ユ
ダヤ教にまつわるチェロの２大名曲。

Ticket S¥3,000 A¥2,500 B¥1,500

ルーカス・ゲニューシャス（p）
シンフォニア・ヴァルソヴィア
廖國敏[リオ・クォクマン]（指揮）
ショパン：ピアノ協奏曲第1番 ホ短調 op.11
ウィーンへ発つ直前に故郷ワルシャワで初演された「惜別の歌」。
ショパンはそのままパリで亡命者に。

Ticket S¥3,000 A¥2,500 B¥1,500

ロイヤル・ノーザン・シンフォニア
ラルス・フォークト（p・指揮）
シベリウス：アンダンテ・フェスティーヴォ
ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第5番 変ホ長調 op.73「皇帝」
聴覚の悪化に絶望して自身の内なる世界へ向かったベートーヴェ
ン。苦難を乗り越え書き上げた野心作。

Ticket S¥3,000 A¥2,500 B¥1,500

アレクサンドル・クニャーゼフ（vc）
ウラル・フィルハーモニー管弦楽団
ドミトリー・リス（指揮）
ドヴォルザーク：チェロ協奏曲 ロ短調 op.104
3年にわたるアメリカ滞在中、実りある創作活動を行った作曲家の
「足跡」と「望郷」。

Ticket S¥3,000 A¥2,500 B¥1,500
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3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲
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6才 ▲
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3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

6才 ▲

6才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

6才 ▲

6才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

6才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

6才 ▲

6才 ▲

6才 ▲

6才 ▲

6才 ▲

3才 ▲

18才 ▲

PASS

PASS

PASS

PASS

PASS

ジョナス・ヴィトー（p）
リスト：「巡礼の年第1年 スイス」から「郷愁（ル・マル・デュ・ペイ）」、グリーグ：「抒情
小品集」op.57から「郷愁（ル・マル・デュ・ペイ）」、ワーグナー（リスト編）：オペラ《タン
ホイザー》から「巡礼の合唱」、ワーグナー（リスト編）：オペラ《さまよえるオランダ人》
から「紡ぎ歌」、ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第26番  変ホ長調op.81a「告別」
広く「喪失体験」をテーマに、郷愁、孤独、別れ、不在、再会を歌う美
しき楽曲を集めたプログラム。

76 LA FOLLE JOURNÉE TOKYO 2018



9:30

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

45
（金・祝）

の聴きどころ

45

（金・祝）Pコード 597-807
Lコード 36331

Pコード 597-808
Lコード 36332

Pコード 597-809
Lコード 36333

Concert Hall Theater East Theater West〈ブレヒト〉 1999席 〈ボウルズ〉 272席 〈ツェラン〉 270席
コンサートホール シアターイースト シアターウエスト

２日目の池袋コンサートホールは朝からパイプオ
ルガンを使った大編成の激レアなミサ曲で開幕
し、ハービー・ハンコックの傑作「処女航海」の吹奏
楽版世界初演というフォルぶり。かたや丸の内で
はルネ・マルタンイチ押しの「未知の才能」たち、そ
してベレゾフスキーやエル=バシャなど大御所たち
が続 と々登場。さらにナントで感動の嵐を巻き起
こした林英哲と英哲風雲の会が、流浪の画家 藤
田嗣治の人生を太鼓アンサンブルで描きだす。

タイムテーブルp=ピアノ
or=オルガン
vl=ヴァイオリン
va=ヴィオラ
vc=チェロ

cb=コントラバス
g=ギター
hp=ハープ
fl=フルート
cl=クラリネット

ob=オーボエ
hr=ホルン
fg=ファゴット
tp=トランペット

S=ソプラノ
Ms=メゾソプラノ
A=アルト
T=テノール
Br=バリトン

① 公演番号
② チケット料金
③ 公演タイトル

⑤小学校低学年以上の
お子さまと聴くのに
オススメの公演

④入場可能な年齢
　　　0歳以上入場可
　　　3歳以上入場可
　　　6歳以上入場可
　　　18歳以上入場可

0才 ▲
3才 ▲
6才 ▲
18才 ▲

林英哲と英哲風雲の会
［太鼓／太鼓ユニット］

マリー =アンジュ・グッチ
［ピアノ］

レミ・ジュニエ
［ピアノ］
© Jean-Baptiste Millot ©  Yannick Coupannec

アンサンブル・メシアン
［クラリネット四重奏］

パリサンダー
［リコーダー四重奏］

挾間美帆
［指揮］

アレクサンドラ・コヌノヴァ
［ヴァイオリン］

アレーナ・バーエワ
［ヴァイオリン］

© V.Shirokov

楽器・パート略号 凡 例 池袋 東京芸術劇場

東京国際フォーラム丸の内

池袋駅

有楽町駅
有楽町線 会場の東京国際フォーラムと東京芸術劇場は離れたエリアにありますので、両エリア間の移動時間には余裕を持ってお越しください。

111 10:00-10:45 (45’)

“シネマコンサート～ハリウッドへの軌跡”
クルージュ・トランシルヴァニア・フィルハーモニー管弦楽団
カスパル・ゼンダー（指揮）
J・ウィリアムズ :映画《シンドラーのリスト》から
J・ウィリアムズ：映画《インディ・ジョーンズ：レイダース失われた
アーク》から ほか
華麗なる映画音楽名選集！ハリウッドにわたったヨーロッパの亡命
作曲家たちとその系譜。

T
Ticket S¥2,500 A¥1,500 3才 ▲ ④⑤②

③

①

※終演時間はおよその目安です。 ※プログラムはやむを得ぬ事情により変更になる場合があります。 ※3月5日（月）現在の情報です。

211 11:00-11:50 (50’)

エカテリンブルク・フィルハーモニー合唱団
ウラル・フィルハーモニー管弦楽団
ドミトリー・リス（指揮）
グレチャニノフ：ミサ・エキュメニカ op.142
ロシア革命後に渡米したグレチャニノフ。管弦楽＆合唱＆独唱＆オ
ルガンの調和は、まるで音楽のフレスコ画！

T

212 13:15-14:00 (45’)

シエナ・ウインド・オーケストラ
挾間美帆（指揮）
佐藤浩一（ピアノ）
吉峯勇二郎（ベース）
伊吹文裕（ドラムス）
挾間美帆：大航海時代（ヤマハ吹奏楽団委嘱作品）
ハンコック/挾間編：処女航海（吹奏楽版・世界初演）
世界のジャズ・シーンを牽引するH.ハンコックと、ジャズ界の未来を
担う狭間が「同舟」する必聴の編曲作！

T

213 15:15-16:00 (45’)

堤剛（vc）
ウラル・フィルハーモニー管弦楽団
ドミトリー・リス（指揮）
ドヴォルザーク：チェロ協奏曲 ロ短調 op.104
3年にわたるアメリカ滞在中、実りある創作活動を行ったドヴォル
ザークが残した美しい音楽の「足跡」。

T

214 17:15-18:00 (45’)

兵庫芸術文化センター管弦楽団
パスカル・ロフェ（指揮）
バルトーク：管弦楽のための協奏曲
ナチスに反発しヨーロッパに背を向けたバルトーク。渡米後、クーセ
ヴィツキーからの依頼で書かれた代表作。

T

215 19:15-20:00 (45’)

福間洸太朗（p）
ウラル・フィルハーモニー管弦楽団
ドミトリー・リス（指揮）
ラフマニノフ：パガニーニの主題による狂詩曲 op.43
ほか
晩年をアメリカで過ごしたヴィルトゥオーゾ＝ラフマニノフの、きら
めく才気と華麗なロシアン・ピアニズム。

T

216 21:15-22:00 (45’)

レミ・ジュニエ（p）
兵庫芸術文化センター管弦楽団
パスカル・ロフェ（指揮）
パデレフスキ：序曲
ショパン：ピアノ協奏曲第2番  ヘ短調 op.21
祖国ポーランドの民俗舞踊マズルカから霊感を得たショパンの内
省的な協奏曲と、同胞パデレフスキの序曲を。

T

221 10:00-10:45 (45’)

福川伸陽（hr）
入江一雄（p）
メシアン：「峡谷から星たちへ」から 恒星の呼び声
ペルト：鏡の中の鏡
藤倉大：ざざざ（世界初演）
藤倉大：ゆらゆら
ヒンデミット：ホルンとピアノのためのソナタ
英国を拠点に活躍する藤倉を軸に、亡命者ペルトとヒンデミット、ア
メリカを旅したメシアンにも光を当てる！

T

222 12:00-12:45 (45’)

レミ・ジュニエ（p）
プロコフィエフ：ピアノソナタ第8番 変ロ長調 op.84
ストラヴィンスキー：「ペトルーシュカ」からの3楽章
諸国遍歴ののちにソ連に戻ったプロコフィエフと、二度の亡命を経
験した世界人ストラヴィンスキーを聴く。

T

223 14:00-14:45 (45’)

トリオ・オウオン（ピアノ三重奏）
チャイコフスキー：ピアノ三重奏曲 イ短調op.50「偉大な芸術家の
思い出に」
チャイコフスキーが、現世を離れた友人ニコライ・ルビンシテインの
追悼音楽として書き上げた名曲。

T

224 16:00-16:45 (45’)

エカテリンブルク・フィルハーモニー合唱団
アンドレイ・ペトレンコ（指揮）
ラフマニノフ：「晩祷 」op.37から抜粋／ラフマニノフ：「聖金口イオアン聖体礼儀」
op.31から抜粋／ペルト：アヴェ・マリア／ストラヴィンスキー：アヴェ・マリア／アル
ハンゲルスキー：最後の審判を待ちながら／シュニトケ：「3つの聖なる歌」から抜粋
／修道士の歌：ヴァラーム修道院の宗教歌／グレチャニノフ：「受難週」 op.58から
抜粋／スヴィリードフ：「プーシキンの花輪」から起床ラッパが鳴る、ロシア民謡
ロシア帝国の消滅、ソ連の誕生……時代に翻弄された作曲家たち
とロシア音楽の伝統に迫る稀有なプログラム。

T

225 18:00-18:45 (45’)

アンサンブル・オブシディエンヌ
エマニュエル・ボナルド（リーダー）
人はいつの時代も故郷を想って歌う。民俗音楽や中世の美術を参
照し再現された楽器は一見一聴の価値あり！

T

226 20:00-20:45 (45’)

天羽明惠（S）
山田武彦（p）
シェーンベルク：4つの歌 op.2
コルンゴルト：3つの歌 op.22
ウルマン：5つの恋歌 op.26a(作詞：R.ウーフ)
アイスラー：6つのヘルダーリン断章
4人のユダヤ人作曲家たちに光を当てる公演。ウルマンは収容所で
命を奪われ、他3人はアメリカに亡命した。

T

231 10:30-11:15 (45’)

ポール・レイ（ジャズ・ピアノ）
フランスの俊英がチャップリンの名画に挑む！レイ書き下ろしの前
奏曲「チャップリンの世界」の演奏つき。

T

232 12:30-13:15 (45’)

芸劇ウインド・オーケストラ・アカデミー生による木管五重奏
ハース：木管五重奏 op.10
スミット：フルート・ソナタ
メシアン：「時の終わりのための四重奏曲」から 鳥たちの深淵
シュルホフ：木管三重奏のためのディヴェルティメント（抜粋）
ナチスの収容所へ移住を強いられたV.フランクルの書「夜と霧」にち
なんだ、平和を願う特別公演。

T

233 14:30-15:15 (45’)

カンティクム・ノーヴム
エマニュエル・バルドン（リーダー）
地中海沿岸の多彩な音楽文化を自在に融合。数々のエキゾチックな
楽器と魅惑の声がおりなす音の万華鏡！

T

234 16:30-17:15 (45’)T

235 18:30-19:15 (45’)

エマニュエル・ロスフェルダー（g）
ソル：「魔笛の主題による変奏曲」から
メルツ：悲歌、幻想曲
テデスコ：悪魔的奇想曲 「パガニーニへのオマージュ」 op.85
パガニーニ：ラ・カンパネラ
渡米したユダヤ系イタリア人カステルヌオーヴォ＝テデスコや、諸国
を旅したパガニーニを回顧するプログラム。

T

236 20:30-21:15 (45’)

パヴェル・シュポルツル（vl）
ジプシー・ウェイ（伝統ロマ音楽）
ブラームス：ハンガリー舞曲第5番
サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン
ブーランジェ：わが祈り
シュポルツル：ヤノス・ビハリに捧ぐ ～ ジプシー・ファイヤー、トラ
ンシルヴァニア幻想曲、ナーネ・ツォーハ
ババイ：カプリス・ツィガーヌ
流浪の民ロマの音楽世界へ。ビハリはロマのヴァイオリンの名手
で、ベートーヴェンやリストに影響を与えた。

T

“夜と霧～迫害された作曲家の作品とともに～”

“キッズのためのシネマ・コンサート 
～『チャップリンの移民』”

“Arara”　～アラーラ～

“中世の伝統歌Ⅱ”

ポール・レイ（ジャズ・ピアノ）
フランスの俊英がチャップリンの名画に挑む！レイ書き下ろしの前
奏曲「チャップリンの世界」の演奏つき。

“シネマ・コンサート ～『チャップリンの移民』”

Ticket S¥2,500 A¥1,500

Ticket S¥2,500 A¥1,500

Ticket 指定席¥2,000

Ticket 指定席¥2,000

Ticket 指定席¥2,000

Ticket 指定席¥2,000

Ticket S¥2,500 A¥1,500

Ticket S¥2,500 A¥1,500

Ticket S¥2,500 A¥1,500

Ticket S¥2,500 A¥1,500

Ticket 指定席¥2,000

Ticket 指定席¥2,000

Ticket 指定席¥2,000

Ticket 指定席¥2,000

Ticket 指定席¥2,000

Ticket 指定席¥2,000

Ticket 指定席¥2,000

Ticket 指定席¥2,000

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

6才 ▲

6才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

6才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

6才 ▲

6才 ▲

注目のオーケストラ・アンサンブル曲

● ルネ・マルタンの今年イチ押しの「新たな才能」ヴァイオリニストアレクサンドラ・
コヌノヴァ　　　 とアレーナ・バーエワ　　　 が新旧のヴァイオリン協奏曲の
定番を

246M213M

注目の器楽曲
● ベレゾフスキーとギンジンの強靭な2台ピアノと打楽器による激震コンサート

242M

注目の合唱曲・ミサ曲

● LFJの看板ピアニストペレスがスペイン・ピアノ音楽の金字塔「イベリア」を全曲
演奏

236M 237M

● マニア垂涎の激レア曲！ヒンデミットの「ルードゥス・トナリス」をゲニューシャス
のピアノで

234M

● ノーザン・シンフォニアは音楽監督ラルス・フォークトの弾き振りでベートーヴェ
ンのピアノ協奏曲第４番　　　 、首席客演指揮者ジュリアン・ラクリンの弾き振
りでメンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲を 245M

216M

● LFJ初参加の東欧屈指のオーケストラ クルージュ・トランシルヴァニア・フィル
もお聴き逃しなく！

246M212M 214M

● 芸劇コンサートホールの朝イチは、オルガンとオーケストラと合唱と独唱を総動
員した壮大な「ミサ・エキュメニカ」で幕開け

211T

中世や異国へのトリップ

232M226T

● フランスの中世音楽をさまざまな復元楽器で奏でるアンサンブル・オブシディエ
ンヌのユーモアあふれ心あたたまる世界

227M233T

● 地中海沿岸の多様な音楽をベースにカンティクム・ノーヴムが奏でるクロス
オーヴァー・ミュージックは、舞台と客席が一体化したトランス状態を巻き起
こす

映画の“モンド・ヌーヴォー”

211M

● 「サウンド・オブ・ミュージック」から「ピーターパン」まで。子どもたちのための映
画音楽集

231T 234T
● ジャズピアニスト ポール・レイが映画「チャップリンの移民」にあわせて即興

ジャズの“モンド・ヌーヴォー”
● NYで活躍するジャズ作曲家挾間美帆がハービー・ハンコックの名作「処女航
海」をアルバムまるごと吹奏楽版に編曲

226M

● 若者に大人気のクレズマー（ユダヤ音楽）クラリネット奏者Yomとコンテンポラ
リー・ジャズを得意とする弦楽四重奏団が炸裂させる越境サウンド

ルネ・マルタンイチ押しの「新しい才能」

● 大地を揺るがす驚異の重低音。ロシア・エカテリンブルクの合唱団がLFJに初参戦
211T 224T

放浪・流浪にインスパイアされた音楽

244M

● 大ソプラノ歌手バーバラ・ヘンドリックスがスペシャル・バンドを率いてブルース
を歌う“Road to Freedom”

247M

● 林英哲と英哲風雲の会が太鼓アンサンブルで描きだす、流浪の画家 藤田嗣治
の生涯

● ヴァイオリンのヴィルトゥオーソ パヴェル・シュポルツルがハンガリーのバンド、ジ
プシーウェイと組んでロマの情緒あふれる音楽を熱演

236T

223M

● アコーディオンの第一人者リシャール・ガリアーノの独奏による放浪のアコーディ
オン弾きへのオマージュ

224M

● 現代の吟遊詩人ピアース・ファッチーニがアフリカ系ミュージシャンを率いて歌う
放浪の歌

● あのイ・ムジチがLFJに初見参！朝一番はバロックで
241M

● ナントでも話題騒然。20歳の驚異のピアニスト マリー=アンジュ・グッチを聴き逃すな！
251M

● クラリネットの貴公子ラファエル・セヴェールが率いる若き四重奏団 アンサンブ
ル・メシアンが初登場！

235M

● 世代を超えた６人の師弟ピアニストたちの饗宴
221M

● 若き女性リコーダー四重奏団パリサンダーはたくさんの笛を駆使し、超絶技巧の
限りを尽くして英国ルネサンス音楽をとびっきりフレッシュに演奏

231M

212T

212T 231T 234T 211M 212M 214M 232M221M 223M 231M
お子さまと楽しむならこのコンサート！

● LFJの看板ピアニストエル=バシャ　　　 とレミ・ジュニエ　　 　が、ショパンが
故郷ポーランドへの思いを託したピアノ協奏曲第２番を演奏（聴き比べもできます！）

215M 216T
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10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

9:30

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

9:30

45

（金・祝） Pコード 597-801
Lコード 36231

Pコード 597-802
Lコード 36232

Pコード 597-803
Lコード 36233

Pコード 597-804
Lコード 36234

Pコード 597-805
Lコード 36235

Pコード 597-806
Lコード 36236A

ホール 〈トーマス・マン〉 5008席

B7
ホール 〈クンデラ〉 822席

B5
ホール 〈ツヴァイク〉 256席

C
ホール 〈ナボコフ〉 1492席

D7
ホール 〈ネルーダ〉 221席

G409
〈デスノス〉 153席

9:30

詳しい内容や最新情報は公式サイトへ
スマートフォンでもご覧いただけます。

www.lfj.jp LFJ2018 検索

タイムテーブル p=ピアノ
or=オルガン
vl=ヴァイオリン
va=ヴィオラ
vc=チェロ

cb=コントラバス
g=ギター
hp=ハープ
fl=フルート
cl=クラリネット

ob=オーボエ
hr=ホルン
fg=ファゴット
tp=トランペット

S=ソプラノ
Ms=メゾソプラノ
A=アルト
T=テノール
Br=バリトン

① 公演番号
② チケット料金
③ 公演タイトル

⑤小学校低学年以上の
お子さまと聴くのに
オススメの公演
⑥「ホールA1日パスポート券」
対象公演→詳細は18ページへ。

④入場可能な年齢
　　　0歳以上入場可
　　　3歳以上入場可
　　　6歳以上入場可
　　　18歳以上入場可

0才 ▲
3才 ▲
6才 ▲
18才 ▲

楽器・パート略号 凡 例丸の内 東京国際フォーラム

東京芸術劇場池袋

Ticket S¥3,000 A¥2,500 B¥1,500

311 10:15-11:00 (45’)

クルージュ・トランシルヴァニア・フィルハーモニー管弦楽団
カスパル・ゼンダー（指揮）
ブラームス：ハンガリー舞曲第1、4、5番
バルトーク：ハンガリー舞曲
エネスク：ルーマニア狂詩曲第2番
エネスク：ルーマニア狂詩曲第1番
エネスクが異郷パリで書いた名曲を中心に。ドイツ、ハンガリー、
ルーマニアを流れるドナウ川に身を任せて。

M

“ドナウから黒海へ”
3才 ▲

PASS
④
⑥

⑤②
③

①

有楽町駅

池袋駅
有楽町線 会場の東京国際フォーラムと東京芸術劇場は離れたエリアにありますので、両エリア間の移動時間には余裕を持ってお越しください。

※終演時間はおよその目安です。 ※プログラムはやむを得ぬ事情により変更になる場合があります。 ※3月5日（月）現在の情報です。

211 10:00-10:45 (45’)

〈0歳からのコンサート
 ～映画音楽、モンド・ヌーヴォーの物語〉

“Road to freedom”

“パリのモーツァルト”

“追放者たちの歌”

“遠く離れた地より”

“世代を超えた2台ピアノ12手の饗宴”

中村萌子（司会）、シンフォニア・ヴァルソヴィア、廖國敏[リオ・
クォクマン]（指揮）
J.パウエル：映画《PAN ～ネバーランド、夢のはじまり～》から
H.ジマー：映画《プリンス・オブ・エジプト》から
R.ロジャース&O.ハマースタインⅡ世：映画《サウンド･オブ･ミュー
ジック》から ほか
20世紀にヨーロッパから多くの亡命作曲家を受け入れたハリウッド
映画界へのオマージュ！

M

212 12:15-13:00 (45’)

クルージュ・トランシルヴァニア・フィルハーモニー
管弦楽団
カスパル・ゼンダー（指揮）
ラフマニノフ：交響的舞曲 op.45 
ほか
ロシア革命後にふるさとに別れを告げ、ヨーロッパとアメリカで暮ら
したラフマニノフ晩年の傑作。

M

213 14:30-15:15 (45’)

アレクサンドラ・コヌノヴァ（vl）
シンフォニア・ヴァルソヴィア
廖國敏[リオ・クォクマン]（指揮）
ベートーヴェン：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.61
難聴にさいなまれ、自身の内面と対峙するベートーヴェンが到達し
た、中期「傑作の森」の逸品。

M

214 16:45-17:30 (45’)

クルージュ・トランシルヴァニア・フィルハーモニー
管弦楽団
カスパル・ゼンダー（指揮）
ドヴォルザーク：交響曲第9番 ホ短調 op.95「新世界より」
「新世界」アメリカで3年を過ごしたドヴォルザーク。その抒情的な交
響曲はチェコへの郷愁に満ちている。

M

215 19:00-19:45 (45’)

アブデル・ラーマン・エル＝バシャ（p）
シンフォニア・ヴァルソヴィア
廖國敏[リオ・クォクマン]（指揮）
ショパン：アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ op.22
ショパン：ピアノ協奏曲第2番 ヘ短調 op.21
ポーランドの民俗舞踊ポロネーズをもとに書かれた華麗な作品と、
マズルカからインスパイアされた協奏曲を。

M

216 21:15-22:00 (45’)

ロイヤル・ノーザン・シンフォニア
ラルス・フォークト（p・指揮）
ウェーベルン：弦楽四重奏のための緩徐楽章
ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第4番 ト長調 op.58
難聴に耐え自己の内奥を見つめたベートーヴェンが、孤独と隣り合
わせで生み出した内省的な音楽世界。

M

241 9:30-10:15 (45’)

イ・ムジチ合奏団
リュリ：バレエ音楽「愛の勝利」序曲、ヘンデル：合奏協奏曲第1番 ト長調 
op.6 HMV319、パーセル（ストコフスキー編）：オペラ《ディドとエネア
ス》から「私が土の中に横たえられた時」（ディドの嘆き）、エイヴィソン：
合奏協奏曲第5番（原曲：D. スカルラッティ）、ボッケリーニ：ピアノ五重
奏曲 ハ長調 op.57-6から第3楽章「マドリードの通りの夜の音楽」
LFJ初登場の名門が、バロック時代を代表する「移住作曲家」ヘンデ
ルとスカルラッティの音楽をお届け。

M

242 11:15-12:15 (60’)

ボリス・ベレゾフスキー（p）
アレクサンドル・ギンジン（p）
安江佐和子（パーカッション）
藤本隆文（パーカッション）
バルトーク：2台のピアノと打楽器のためのソナタ
ラフマニノフ：交響的舞曲 op.45（2台ピアノと打楽器版）
20世紀を代表する二人の亡命作曲家、バルトークとラフマニノフの
代表作に、強力なピアノ・デュオが挑む！

M

243 13:15-14:05 (50’)

ロイヤル・ノーザン・シンフォニア
ラルス・フォークト（指揮）
モーツァルト：オペラ《ドン・ジョヴァンニ》 K.527 序曲
ストラヴィンスキー：弦楽のための協奏曲 ニ調
モーツァルト：交響曲第38番 ニ長調  K.504「プラハ」
ストラヴィンスキーが亡命地ハリウッドで書いた協奏曲と、滞在先プ
ラハで初演されたモーツァルトの傑作を。

M

244 15:30-16:30 (60’)

バーバラ・ヘンドリックス（S）
マティアス・アルゴットソン（p・ハモンドオルガン）
マックス・シュルツ（g）
ウルフ・エングランド（g、照明デザイン）
ブルース、黒人霊歌などを、ラ・フォル・ジュルネ スペシャルバンドで披露
アフリカからアメリカへ。黒人奴隷たちが苦悩と希望を託した歌を
起源とするブルースの、多彩な側面に迫る。

M

245 17:30-18:15 (45’)

ロイヤル・ノーザン・シンフォニア
ジュリアン・ラクリン（vl・指揮）
ベートーヴェン：序曲「コリオラン」op.62
シベリウス：悲しきワルツ
メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 op.64
序曲は、追放された古代ローマの英雄を称える。戯曲用に書かれた
ワルツは、主人公の母の来世への旅立ちを描く。

M

246 19:15-20:00 (45’)

アレーナ・バーエワ（vl）
クルージュ・トランシルヴァニア・フィルハーモニー管弦楽団
カスパル・ゼンダー（指揮）
コルンゴルト：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.35
ほか
ナチスを逃れてハリウッドに求められ、映画音楽を手がけたコルンゴ
ルト。欧・米が融合した代表作を新星のソロで。

M

247 21:15-22:00 (45’)

林英哲（太鼓）
英哲風雲の会（太鼓ユニット）
林英哲：組曲『レオナール われに羽賜べ』（2018年版）
パリで活動したレオナール・フジタこと藤田嗣治。没後50年となる
画家の波乱の生涯を、太鼓組曲で物語る。

M

251 9:30-10:15 (45’)

マリー＝アンジュ・グッチ（p）
ショパン：ロンド 変ホ長調 op.16
ラフマニノフ：練習曲集「音の絵」 op.39から 第4、5番
ショパン：スケルツォ第2番 変ロ短調 op.31
ショパン：スケルツォ第3番 嬰ハ短調 op.39
ルネ・マルタンが今もっとも注目すべきピアニストとして推す逸材が、
亡命作曲家たちの音楽世界に迫る！

M

252 11:15-12:00 (45’)

モディリアーニ弦楽四重奏団
ドヴォルザーク：弦楽四重奏曲第12番 ヘ長調 op.96「アメリカ」 
ドホナーニ：弦楽四重奏曲第3番 イ短調 op.33
ナチスに追われアメリカに亡命したハンガリー人ドホナーニの作品
と、ドヴォルザークのアメリカ滞在の成果を。

M

253 13:00-13:45 (45’)

工藤重典（fl）
長崎麻里香（p）
マルティヌー：フルート・ソナタ第1番
プロコフィエフ：フルート・ソナタ ニ長調 op.94
チェコ出身のマルティヌーはパリで学んで渡米。プロコフィエフは諸
国遍歴後にソ連に戻り創作を続けた。

M

254 14:45-15:30 (45’)

梁美沙[ヤン・ミサ]（（vl）
ジョナス・ヴィトー（p）
モーツァルト：「ああ、ママに言うわ」による変奏曲（キラキラ星変奏
曲） K.265
モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ第21番 ホ短調 K.304
モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ第28番 ニ長調 K.306
旅人モーツァルトは滞在先のパリで実母を亡くす。が、同時に現地の
音楽の華麗な作風から大きな刺激を。

M

“ソワレ・スカルラッティ”

258 22:00-22:45 (45’)

ピエール・アンタイ（チェンバロ）
ナポリ出身のスカルラッティは、バルバラ王女のお抱え音楽家として
ポルトガル、スペインで長く暮らした。

M

255 16:45-17:30  (45’)

ラケル・カマリーナ（S）、ヨアン・エロー（p）
ウルマン：ルイーズ・ラベの6つのソネットop.34、デュティユー：女流刑
囚の歌、メシアン：ヴォカリーズ・エチュード、プーランク：ルイ・アラゴン
の2つの詩、ヴァイル：セーヌ哀歌、あんたなんか愛してないわ、ユーカリ
テーマは「追放」。ヴァイルはナチスに追われ渡米し、ウルマンは収容
所への「移住」をナチスに強いられた。

M

256 18:30-19:15 (45’)

フローラン・ボファール（p）
リゲティ：「ムジカ・リチェルカータ」から 第1、2、3、4、6、9、10番
ストラヴィンスキー：ピアノ・ラグ、 タンゴ
リゲティ：ピアノのための練習曲から 第10、2、3、4、5、6番
リゲティが亡命直前に書きあげた独創的な曲集と、多様な民俗音楽
からの影響が色濃い20世紀随一の練習曲。

M

257 20:15-21:00 (45’)

マタン・ポラト（p）
リゲティ：ムジカ・リチェルカータ
リスト：「超絶技巧練習曲集」から 「夕べの調べ」
リスト：「巡礼の年第1年 スイス」から 「オーベルマンの谷」
ハンガリーに生まれ諸国を遍歴したリストと、ハンガリーを離れ
ウィーンに亡命したリゲティの傑作を集めて。

M

261 9:30-10:30 (60’)

アンドレイ・コロベイニコフ（p）
ショパン： マズルカ第25番 ロ短調 op.33-4
ショパン： バラード第1番 ト短調 op.23
ラフマニノフ： エレジー op.3-1
ラフマニノフ： コレルリの主題による変奏曲 op.42
ショパン： バラード第4番 ヘ短調 op.52
パリの亡命者ショパンと、革命後ヨーロッパとアメリカで暮らしたラ
フマニノフ。二人の抒情性が呼応する。

M

262 11:45-12:30 (45’)

酒井茜（p）
マチエイェフスキ：マズルカから
ショパン：夜想曲から
ショパン：ピアノ・ソナタ第2番 変ロ短調op.35「葬送」
マチエイェフスキは20世紀ドイツ生まれのポーランド人作曲家。一
時はショパンと同じくパリで暮らした。

M

263 13:30-14:15 (45’)

福間洸太朗（p）
ウルマン：ピアノ・ソナタ第7番
ショパン：24の前奏曲 op.28から 第15番「雨だれ」
ショパン：ポロネーズ第6番  変イ長調 op.53「英雄」
タル：ピアノ・ソナタ
タルは欧州でヒンデミットに学び中東へ移ったユダヤ人。ウルマンが
ナチスの収容所で書いたソナタとともに。

M

264 15:15-16:00 (45’)

北村朋幹（p）
武満徹：ロマンス、遮られない休息、フォー・アウェイ、雨の樹 素描、
閉じた眼Ⅱ
ジョン・レノン/ポール・マッカートニー（武満編） ：ゴールデン・スランバー
とりわけ近代フランス音楽から影響を受けた武満は、東洋と西洋の
相違をありのままに表現しようとした。

M

265 17:00-17:45 (45’)

ヤン・ソンウォン（vc）
エンリコ・パーチェ（p）
リスト： 忘れられたロマンス
リスト： 悲しみのゴンドラ
リスト： コンソレーション（慰め）第5番
ラフマニノフ： チェロ・ソナタ ト短調 op.19
自分の故郷は「いたるところ」だと語ったリストは、パリ、ローマ、ヴァ
イマール等を拠点に各地を旅した。

M

267 20:30-21:15 (45’)

ジョナス・ヴィトー（p）
リスト：「巡礼の年第1年スイス」から「郷愁（ル・マル・デュ・ペイ）」、グリーグ：「抒情小
品集」op.57から「郷愁（ル・マル・デュ・ペイ）」、ワーグナー（リスト編）：オペラ《タン
ホイザー》から「巡礼の合唱」、ワーグナー（リスト編）：オペラ《さまよえるオランダ人》
から「紡ぎ歌」、ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第26番 変ホ長調op.81a「告別」
広く「喪失体験」をテーマに、郷愁、孤独、別れ、不在、再会を歌う美
しき楽曲を集めた独創的なプログラム。

M

268 22:15-23:00 (45’)

クレール・デゼール（p）、エマニュエル・シュトロッセ（p）
シャブリエ：スペイン、ドヴォルザーク：スラヴ舞曲集から抜粋、シューベルト：幻想曲 へ短調 D940
シューベルト最晩年の深い精神世界と、シャブリエのスペイン旅から生まれた躍動的な音世界のコントラスト。

M

221 9:45-10:30 (45’)

クレール・デゼール（p）、エマニュエル・シュトロッセ（p）、タンギー・ド・ヴィ
リアンクール（p）、ナタナエル・グーアン（p）、岡田奏（p）、大崎結真（p）
ベートーヴェン：交響曲第6番「田園」から第1楽章、ドヴォルザーク：スラヴ舞曲第
1番 op.46-1、ラフマニノフ：六手のピアノのためのワルツ、ロマンス、ベートーヴェ
ン：交響曲第9番から第2楽章、ショパン：ポロネーズ第3番、シャブリエ：スペイン
師弟が集い奏でる調べ。亡命者ショパン＆ラフマニノフの他、シャブ
リエのスペイン旅行から生まれた曲も。

M

222 11:30-12:15(45’)

アブデル・ラーマン・エル＝バシャ（p）
ショパン：バラード第1番 ト短調 op.23、ショパン：子守歌 変ニ長
調 op.57、ショパン：舟歌 嬰ヘ長調 op.60、プロコフィエフ：バレ
エ「ロメオとジュリエット」から「モンタギュー家とキャピュレット
家」、ラフマニノフ：前奏曲集 op.23から第4、5番／前奏曲集 
op.32から第5番／前奏曲集 op.23から第2番
亡命者ショパン、諸国遍歴中のプロコフィエフ、祖国脱出前のラフマ
ニノフ――歴史に翻弄された作曲家たち。

M

223 13:30-14:15 (45’)

リシャール・ガリアーノ（アコーディオン）
ガリアーノ：クロードのためのタンゴ/オーロラ/バルバラ/フー・
リール、ピアソラ：映画《タンゴ・ガルデルの亡命》から「亡命のタン
ゴ」/オパール・コンチェルトから第2楽章、グラナドス：スペイン舞
曲第5番 「アンダルーサ」、ガリアーノ：シャ・ピートゥル（ヴァランタ
ン・プティの詩にもとづく）/ニューヨーク・タンゴ
ピアソラの後継者にして、ヨーロピアン・タンゴの地平を切り拓くフ
ランスの偉才、ガリアーノの音楽世界！

M

224 15:30-16:15 (45’)

ピアース・ファッチーニ&トリオ
初来日！フランスで大人気のシンガー・ソングライターがアフリカ系
ミュージシャンと奏でる現代の放浪の歌。

M

225 17:15-18:00 (45’)

アレクサンドル・クニャーゼフ（vc）
ボリス・ベレゾフスキー（p）
ラフマニノフ：チェロ・ソナタ ト短調 op.19
ラフマニノフ：ヴォカリーズ
LFJ名物のパワフル・ロシアン・デュオ！チェロとピアノが対等にわた
り合うラフマニノフの華麗なソナタ。

M

226 19:00-19:45 (45’)

Yom&Quatuor IXI
クレズマー（ユダヤの民衆音楽）クラリネットの第一人者と弦楽四重
奏の出会いが生む斬新サウンド！

M

227 21:00-21:45 (45’)

カンティクム・ノーヴム
エマニュエル・バルドン（リーダー）
地中海沿岸の多彩な音楽文化を自在に融合。数々のエキゾチックな
楽器と魅惑の声がおりなす音の万華鏡！

M

231 10:30-11:15 (45’)

パリサンダー（リコーダー四重奏）
ロンドン・ギルドホール音楽院出身の若手女流リコーダー奏者四人
がお届けする、スペシャルプログラム
ロンドン発！幾本ものリコーダーを駆使する凄腕の名手たちが、ダウ
ランド以後500年の音楽史を颯爽と駆け抜ける。

M

232 12:15-13:00 (45’)

アンサンブル・オブシディエンヌ
エマニュエル・ボナルド（リーダー）
人はいつの時代も故郷を想い歌う。民俗音楽や中世の美術を参照
し再現された楽器は一見一聴の価値あり！！

M

233 14:00-14:45 (45’)M

234 15:45-16:45 (60’)

ルーカス・ゲニューシャス（p）
ヒンデミット：ルードゥス・トナリス
バッハとシェーンベルクから霊感を得たヒンデミットが、亡命時代に
書きあげた大作。題は「音の遊び」の意。

M

235 17:45-18:30 (45’)

アンサンブル・メシアン（クラリネット四重奏）
ストラヴィンスキー：組曲「兵士の物語」（ヴァイオリン・クラリネッ
ト・ピアノ版）
ストラヴィンスキー：クラリネット独奏のための3つの小品
ストラヴィンスキー：イタリア組曲（チェロとピアノのための）
人生の大半を異邦人として過ごした「世界の住人」ストラヴィンス
キーの、スイス時代にちなんだ3作。

M

236 19:30-20:15 (45’)

ルイス・フェルナンド・ペレス（p）
アルベニス：「イベリア」第1集、第2集
最晩年のアルベニスが、ふるさとアンダルシアを想い異郷で書きつ
づった、スペイン・ピアノ音楽の金字塔。

M

237 21:00-21:45 (45’)M

266 18:45-19:30 (45’)

アルク・トリオ（ピアノ三重奏）
ショパン：ピアノ三重奏曲 ト短調 op.8
トゥリーナ：ピアノ三重奏曲第2番 ロ短調  op.76
若きショパンが故郷ワルシャワで書いた貴重な室内楽曲と、パリに
長く滞在したスペイン人トゥリーナの作品。

M

“Illuminations”

“Arara”　～アラーラ～

“Vive la flûte à bec”　
～リコーダー万歳！～

“「イベリア」全曲演奏vol.1”

ルイス・フェルナンド・ペレス（p）
アルベニス：「イベリア」第3集、第4集
最晩年のアルベニスが、ふるさとアンダルシアを想い異郷で書きつ
づった、スペイン・ピアノ音楽の金字塔。

“「イベリア」全曲演奏vol.2”

“中世の伝統歌Ⅱ”

Ticket 指定席¥1,500

Ticket 指定席¥2,800

Ticket 指定席¥2,600

Ticket S¥3,000 A¥2,500 Ticket 指定席¥2,600 Ticket 指定席¥2,400

Ticket 指定席¥2,400

Ticket 指定席¥2,400

Ticket 指定席¥2,400

Ticket 指定席¥2,400

Ticket 指定席¥2,400

Ticket 指定席¥2,400

Ticket 指定席¥2,400

Ticket 指定席¥2,600

Ticket 指定席¥2,600

Ticket 指定席¥2,600

Ticket 指定席¥2,600

Ticket 指定席¥2,600

Ticket 指定席¥2,600

Ticket 指定席¥2,600

Ticket S¥3,000 A¥2,500

Ticket S¥3,000 A¥2,500

Ticket S¥3,000 A¥2,500

Ticket S¥3,000 A¥2,500

Ticket S¥3,000 A¥2,500

Ticket S¥3,000 A¥2,500

Ticket 指定席¥2,600

Ticket 指定席¥2,600

Ticket 指定席¥2,600

Ticket 指定席¥2,600

Ticket 指定席¥2,600

Ticket 指定席¥2,600

Ticket 指定席¥2,800

Ticket 指定席¥2,800

Ticket 指定席¥2,800

Ticket 指定席¥2,800

Ticket 指定席¥2,800

Ticket 指定席¥2,800

Ticket  S¥3,000 A¥2,500 B¥1,500

Ticket  S¥3,000 A¥2,500 B¥1,500

Ticket  S¥3,000 A¥2,500 B¥1,500

Ticket  S¥3,000 A¥2,500 B¥1,500

Ticket  S¥3,000 A¥2,500 B¥1,500

0才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲ 3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

6才 ▲

6才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

6才 ▲

6才 ▲

6才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

6才 ▲

6才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

6才 ▲

6才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

6才 ▲ 6才 ▲

6才 ▲

6才 ▲

18才 ▲

PASS

PASS

PASS

PASS

PASS

アンヌ・ケフェレック（p）
J.S.バッハ（ブゾーニ編）：コラール前奏曲「いざ来たれ、異教徒の救い主よ」 BWV659、マルセロ（バッ
ハ編）：アダージョ（オーボエ協奏曲 ニ短調から）、ヴィヴァルディ（バッハ編） : オルガン協奏曲 ニ短調 
BWV596 、ヘンデル（ケンプ編）： メヌエット ト短調、J.S.バッハ（ヘス編）：コラール「主よ、人の望みの
喜びよ」、スカルラッティ：ソナタ ニ長調 K.145/ソナタ ニ短調 K.32/ソナタ ロ短調 K.27/ソナタ ホ
長調 K.531、ヘンデル（ケンプ編）：シャコンヌHWV435（ハープシコード組曲第2巻から）
珠玉の小品――イギリスとスペインで活躍したヘンデルとスカルラッ
ティ、人生の岐路で住む地を変えたバッハ。
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10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00
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20:00

21:00

22:00

55
（土・祝）

の聴きどころ

55

（土・祝）Pコード 597-807
Lコード 36331

Pコード 597-808
Lコード 36332

Pコード 597-809
Lコード 36333

Concert Hall Theater East Theater West〈ブレヒト〉 1999席 〈ボウルズ〉 272席 〈ツェラン〉 270席
コンサートホール シアターイースト シアターウエスト

最終日！LFJからのこどもの日のプレゼントは、躍動
感あふれるふたつのオーケストラ公演とチャップリ
ンの映画に合わせたジャズピアノの即興演奏。池
袋のシアターウエストでは若者たちにオススメの
ボーダレスなプログラムが朝から晩までズラリ！か
たや丸の内では演奏機会が稀な日本人作曲家の
オーケストラ曲や、シルクロードをテーマにしたス
ペシャルコンサートも。そして音楽祭の締めくくり
を飾るフィナーレは、今年は両会場で実施！！

タイムテーブルp=ピアノ
or=オルガン
vl=ヴァイオリン
va=ヴィオラ
vc=チェロ

cb=コントラバス
g=ギター
hp=ハープ
fl=フルート
cl=クラリネット

ob=オーボエ
hr=ホルン
fg=ファゴット
tp=トランペット

S=ソプラノ
Ms=メゾソプラノ
A=アルト
T=テノール
Br=バリトン

① 公演番号
② チケット料金
③ 公演タイトル

⑤小学校低学年以上の
お子さまと聴くのに
オススメの公演

④入場可能な年齢
　　　0歳以上入場可
　　　3歳以上入場可
　　　6歳以上入場可
　　　18歳以上入場可

0才 ▲
3才 ▲
6才 ▲
18才 ▲

ボリス・ベレゾフスキー
［ピアノ］

梁美沙 [ ヤン・ミサ ]
［ヴァイオリン］
梁美沙 [ ヤン・ミサ ]
［ヴァイオリン］

ポール・レイ
［ジャズ・ピアノ］

アンサンブル・オブシディエンヌ

ピアース・ファッチーニ&トリオ

© B. Pichene© B. Pichene
カンティクム・ノーヴムカンティクム・ノーヴム

ブラック・ボトム・ブラス・バンドブラック・ボトム・ブラス・バンドオルケスタ・ナッジ！ナッジ！オルケスタ・ナッジ！ナッジ！

楽器・パート略号 凡 例 池袋 東京芸術劇場

東京国際フォーラム丸の内

池袋駅

有楽町駅
有楽町線 会場の東京国際フォーラムと東京芸術劇場は離れたエリアにありますので、両エリア間の移動時間には余裕を持ってお越しください。

111 10:00-10:45 (45’)

“シネマコンサート～ハリウッドへの軌跡”
クルージュ・トランシルヴァニア・フィルハーモニー管弦楽団
カスパル・ゼンダー（指揮）
J・ウィリアムズ :映画《シンドラーのリスト》から
J・ウィリアムズ：映画《インディ・ジョーンズ：レイダース失われた
アーク》から ほか
華麗なる映画音楽名選集！ハリウッドにわたったヨーロッパの亡命
作曲家たちとその系譜。

T
Ticket S¥2,500 A¥1,500 3才 ▲ ④⑤②

③

①

※終演時間はおよその目安です。 ※プログラムはやむを得ぬ事情により変更になる場合があります。 ※3月5日（月）現在の情報です。

〈0歳からのコンサート～音楽は踊る！
オーケストラのワンダーランド〉

311 10:45-11:30 (45’)

兵庫芸術文化センター管弦楽団
角田鋼亮（指揮）、中村萌子（司会）
コルンゴルト：バレエ音楽「雪だるま」から序曲、組曲「シュトラウシ
アーナ」、ショパン/グラズノフ編：バレエ音楽「レ・シルフィード」か
らポロネーズ第3番、ストラヴィンスキー：サーカス・ポルカ、 プロ
コフィエフ：バレエ音楽「シンデレラ」組曲第１番からシンデレラの
ワルツ、「3つのオレンジへの恋」から行進曲 ほか
オーケストラの演奏を聴きながら、色とりどりの音を体いっぱいに
浴びよう！みんな一緒にレッツ・ダンス！

T

312 13:00-14:00 (60’)

クレール・デゼール（p）
エマニュエル・シュトロッセ（p）
フローラン・ボファール（p）
シンフォニア・ヴァルソヴィア
廖國敏[リオ・クォクマン]（指揮）
マルティヌー：2台のピアノと管弦楽のための協奏曲 H.292
シェーンベルク：ピアノ協奏曲 op.42
ナチスの脅威を避けてアメリカにわたった二人の作曲家が、「新し
い世界」で発揮した力強い創意。

T

313 15:15-16:00 (45’)

アンドレ・アンリ（tp）
東京音楽大学シンフォニックウインドアンサンブル
汐澤安彦（指揮）
バーンズ：交響的序曲
アルチュニアン：トランペット協奏曲 変イ長調
A.リード：アルメニアン・ダンス パート１
アルメニア出身アルチュニアンの超絶技巧曲と、アルメニア民謡をも
とに書かれたリードの人気曲を。

T

314 17:15-18:00 (45’)

梁美沙[ヤン・ミサ]（vl）
シンフォニア・ヴァルソヴィア
廖國敏[リオ・クォクマン]（指揮）
ノスコスフスキ：序曲「モルスキェ・オコ」
ブルッフ：スコットランド幻想曲 op.46
ドイツで学んだ知られざるポーランド人作曲家と、スコットランド民
謡に心酔したドイツ人作曲家の逸品を。

T

315 19:45-20:30 (45’)

横坂源（vc）
ルーカス・ゲニューシャス（p）
シンフォニア・ヴァルソヴィア
廖國敏[リオ・クォクマン]（指揮）
ショパン：ピアノ協奏曲第1番 ホ短調 op.11
ブルッフ：コル・ニドライ
カザルス：鳥の歌
フランスに亡命したショパンとカザルス、渡英したブルッフ。祖国へ
の惜別の情と真摯な祈りが交錯する公演！

T

321 10:00-10:45 (45’)

アンヌ・ケフェレック（p）
ヘンデル：「調子のよい鍛冶屋」ホ長調 HWV430（ハープシコード
組曲第5番から）、スカルラッティ：ソナタ ホ長調 K.531、ソナタ 
変ロ長調 K.57、ソナタ ニ長調 K.145、ソナタ ニ短調 K.32、ヘン
デル（ケンプ編）：メヌエット HWV434（ハープシコード組曲第1
番から）
イギリスとスペインで活躍したヘンデルとスカルラッティは、バロッ
ク時代を代表する「移住作曲家」。

T

322 12:00-12:45 (45’)

ルーカス・ゲニューシャス（p）
ショパン：ピアノ・ソナタ第3番 ロ短調 op.58
ほか
生涯の大半をパリで過ごし、祖国ポーランドを絶えず恋しがった亡
命者ショパン。ソナタ第3番は晩年の大作。

T

323 14:00-14:45 (45’)

梁美沙[ヤン・ミサ]（vl）
ジョナス・ヴィトー（p）
モーツァルト：「ああ、ママに言うわ」による変奏曲（キラキラ星変奏曲） K.265
モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ第21番 ホ短調 K.304
モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ第28番 ニ長調 K.306
旅人モーツァルトは滞在先のパリで実母を亡くす。が、同時に現地
の音楽の華麗な作風から大きな刺激を受けた。

T

324 16:00-16:45 (45’)

シルヴァン・ブラッセル（hp）
リスト：「ハンガリー狂詩曲」から 第17、14、13、5、3、2番
生涯にわたり諸国を遍歴した国際人リストが、自身のルーツに向き
合おうとした曲集。珍しいハープ編曲版で。

T

325 18:00-18:45 (45’)

クレール・デゼール（p）
ショパン：夜想曲 嬰ハ短調 op.27-1　
シューマン：幻想曲 ハ長調 op.17
シューマン：「8つのノヴェレッテ」op.21から 第8番
亡命者ショパンと同じ歳のシューマンは、自己の内奥の世界に没頭
し、やがては狂気の中に潜り込んでいく。

T

326 20:00-20:45 (45’)T

331 10:30-11:15 (45’)

安江佐和子（パーカッション）
舩山花菜（マリンバ）
スカルラッティ：ソナタ ホ長調 K.380（マリンバデュオ）、フェルトハイス:
ボディ・オブ・ユア・ドリームズ（ヴィブラフォンソロ）、スカルラッティ：ソナ
タ ニ長調 K.96（マリンバデュオ）、ピアソラ：「ブエノスアイレスの四季」か
らブエノスアイレスの夏（マリンバソロ）、スカルラッティ：ソナタ イ長調 
K.1（マリンバデュオ）、クセナキス : プサッファ（パーカッションソロ）
スペイン宮廷に仕えたスカルラッティ、フランスに留学・定住したピ
アソラとクセナキスら、多彩な顔触れ！

T

332 12:30-13:15 (45’)

オルケスタ・ナッジ！ナッジ！
10人の凄腕パーカッショニストが叩き出す、エスニックからヒップ
ホップまで流転するリズムの一大絵巻。

T

333 14:30-15:15 (45’)

リシャール・ガリアーノ（アコーディオン）
ガリアーノ：クロードのためのタンゴ/オーロラ/バルバラ/フー・
リール、ピアソラ：映画《タンゴ・ガルデルの亡命》から「亡命のタン
ゴ」/オパール・コンチェルトから第2楽章、グラナドス：スペイン舞
曲第5番 「アンダルーサ」、ガリアーノ：シャ・ピートゥル（ヴァランタ
ン・プティの詩にもとづく）/ニューヨーク・タンゴ
ピアソラの後継者にして、ヨーロピアン・タンゴの地平を切り開くフ
ランスの偉才、ガリアーノの音楽世界！

T

334 16:30-17:15 (45’)

ピアース・ファッチーニ&トリオ
初来日！フランスで大人気のシンガー・ソングライターがアフリカ系
ミュージシャンと奏でる現代の放浪の歌。

T

335 18:45-19:30 (45’)

Slide Monsters（トロンボーン四重奏）
中川英二郎、ジョゼフ・アレッシ、マーシャル・ギルクス、ブラン
ト・アテマ
中川英二郎ら世界的トロンボーン奏者4人による国境もジャンルも
飛び越えたスーパーユニットがLFJに初登場！

T

336 20:45-21:30 (45’)

ブラック・ボトム・ブラス・バンド
ロックフェスでも大人気のブラスバンドが、ニューオーリンズスタイ
ルのジャズをライヴ感いっぱいに披露！

T

“パリのモーツァルト”

“フランツ・リスト「ハンガリー狂詩曲」 
ハープ版日本初演”

北村朋幹（p）
武満徹：ロマンス
武満徹：遮られない休息
武満徹：フォー・アウェイ
武満徹：雨の樹 素描
武満徹：閉じた眼Ⅱ
ジョン・レノン/ポール・マッカートニー（武満編） ：ゴールデン・スランバー
とりわけ近代フランス音楽から影響を受けた武満は、東洋と西洋の
相違をありのままに表現しようとした。

Ticket 指定席¥1,500

Ticket 指定席¥2,000

Ticket S¥2,500 A¥1,500

Ticket S¥2,500 A¥1,500

Ticket S¥2,500 A¥1,500

Ticket S¥2,500 A¥1,500

Ticket 指定席¥2,000

Ticket 指定席¥2,000

Ticket 指定席¥2,000

Ticket 指定席¥2,000

Ticket 指定席¥2,000

Ticket 指定席¥2,000

Ticket 指定席¥2,000

Ticket 指定席¥2,000

Ticket 指定席¥2,000

Ticket 指定席¥2,000

Ticket 指定席¥2,000

0才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

6才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

6才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

6才 ▲

6才 ▲

“流転するリズム～多国籍打楽器
アンサンブルの饗宴 ”

“ワッショイ！BBBBのフォル・ブラス！”

● ほかにもお子さまと楽しむならこのコンサート！
313M 322M 332M313T 332T 333T

オーケストラの注目曲
● LFJの看板ピアニスト ベレゾフスキーが十八番とするラフマニノフ 
作品から演奏される機会の少ないピアノ協奏曲第４番を

312M

● 前橋汀子が満を持してLFJ初登場！ メンデルスゾーン ヴァイオリン
協奏曲を

313M

声楽曲・合唱曲
● マニア垂涎！アイスラーが亡命先で書いた歌曲集「ハリウッド・ソング
ブック」を注目のバリトン歌手エドウィン・クロスリー=マーサーの美声で

355M

● ノーザン・シンフォニアが音楽監督ラルス・フォークトの弾き振りで、
ショパンの故郷ポーランドへの惜別の曲 ピアノ協奏曲第１番を

344M

● LFJ初参加、東欧屈指のオーケストラ クルージュ・トランシルヴァニ
ア・フィルもお聴き逃しなく！

313M311M

● 大地を揺るがす驚異の重低音。ロシア・エカテリンブルクの合唱団が
LFJに初参戦

321M316M

315M

● 「ゴジラ」で知られ、日本的音楽を追求した伊福部昭　　　と夭折
の国際派 貴志康一　　　、2人の対照的な邦人作曲家の作品をぜ
ひこの機会に

342M
345M

ルネ・マルタンイチ押しの「新しい才能」
● ナントでも話題騒然。20歳の驚異のピアニスト マリー=アンジュ・グッチ
を聴き逃すな！

363M

中世や異国へのトリップ
● 中世の地中海沿岸の多様な音楽をベースにしたカンティクム・ノーヴ
ムと日本の伝統楽器奏者がいにしえのシルクロードへ誘うスペシャ
ルコンサート

325M

放浪・流浪にインスパイアされた音楽

● 若者に大人気のクレズマー（ユダヤ音楽）クラリネット奏者Yomがコ
ンテンポラリージャズを得意とする弦楽四重奏団と炸裂させる越境
サウンド

323M

● ヴァイオリンのヴィルトゥオーソ パヴェル・シュポルツルがハンガリー
のバンド、ジプシーウェイと組んでロマの情緒あふれる音楽を熱演

322M 326M

最終日をしめくくる“モンド・ヌーヴォー”の饗宴

315T

● ”モンド・ヌーヴォー”の締めくくりは、趣向を凝らしたLFJ流ガラ・コン
サートで。今年は池袋と丸の内でフィナーレを楽しみましょう！

316M

332T

● 凄腕パーカッショニスト集団オルケスタ・ナッジ！ナッジ！が叩き出
す、流転するリズムの万華鏡

● 世界のトップに君臨するトロンボーン奏者４人による奇跡のユニット
Slide Monstersが、池袋最後の夜に駆けつける！

335T

● 池袋の最終公演はブラック・ボトム・ブラス・バンドがお届けする
LFJ2018のハッピーエンディング。みんなでワッショイ！盛り上がる
ことまちがいなし

336T

● ヨーロッパの中世音楽をさまざまな復元楽器で奏でるアンサンブル・
オブシディエンヌのユーモアあふれ心あたたまるコンサートを２種類
のプログラムで

332M 335M

● クラリネットの貴公子ラファエル・セヴェールが率いる若き四重奏団 
アンサンブル・メシアンが初登場！

357M

● アコーディオンの第一人者リシャール・ガリアーノの独奏による放浪
のアコーディオン弾きへのオマージュ

333T

● 現代の吟遊詩人ピアース・ファッチーニがアフリカ系ミュージシャン
を率いて歌う放浪の歌

334T

● LFJでもファン続出の実力派ヴァイオリニストヤン・ミサが奏でるブ
ルッフの清冽な「スコットランド幻想曲」

314T

こどもの日のオススメ
● こどもの日の朝イチは、池袋の「０歳からのコンサート」で躍動感あふれ
るオーケストラ・サウンドを　　　。丸の内での「ドナウから黒海へ」　
　　　やシネマ・コンサート「チャップリンの移民」　　　もおすすめ！311M 351M

311T
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（土・祝）

タイムテーブル

Pコード 597-801
Lコード 36231

Pコード 597-802
Lコード 36232

Pコード 597-803
Lコード 36233

Pコード 597-804
Lコード 36234

Pコード 597-805
Lコード 36235

Pコード 597-806
Lコード 36236A

ホール 〈トーマス・マン〉 5008席

B7
ホール 〈クンデラ〉 822席

B5
ホール 〈ツヴァイク〉 256席

C
ホール 〈ナボコフ〉 1492席

D7
ホール 〈ネルーダ〉 221席

G409
〈デスノス〉 153席

9:30

詳しい内容や最新情報は公式サイトへ
スマートフォンでもご覧いただけます。

www.lfj.jp LFJ2018 検索

p=ピアノ
or=オルガン
vl=ヴァイオリン
va=ヴィオラ
vc=チェロ

cb=コントラバス
g=ギター
hp=ハープ
fl=フルート
cl=クラリネット

ob=オーボエ
hr=ホルン
fg=ファゴット
tp=トランペット

S=ソプラノ
Ms=メゾソプラノ
A=アルト
T=テノール
Br=バリトン

① 公演番号
② チケット料金
③ 公演タイトル

⑤小学校低学年以上の
お子さまと聴くのに
オススメの公演
⑥「ホールA1日パスポート券」
対象公演→詳細は18ページへ。

④入場可能な年齢
　　　0歳以上入場可
　　　3歳以上入場可
　　　6歳以上入場可
　　　18歳以上入場可

0才 ▲
3才 ▲
6才 ▲
18才 ▲

楽器・パート略号 凡 例丸の内 東京国際フォーラム

東京芸術劇場池袋

Ticket S¥3,000 A¥2,500 B¥1,500

311 10:15-11:00 (45’)

クルージュ・トランシルヴァニア・フィルハーモニー管弦楽団
カスパル・ゼンダー（指揮）
ブラームス：ハンガリー舞曲第1、4、5番
バルトーク：ハンガリー舞曲
エネスク：ルーマニア狂詩曲第2番
エネスク：ルーマニア狂詩曲第1番
エネスクが異郷パリで書いた名曲を中心に。ドイツ、ハンガリー、
ルーマニアを流れるドナウ川に身を任せて。

M

“ドナウから黒海へ”
3才 ▲

PASS
④
⑥

⑤②
③

①

有楽町駅

池袋駅
有楽町線 会場の東京国際フォーラムと東京芸術劇場は離れたエリアにありますので、両エリア間の移動時間には余裕を持ってお越しください。

※終演時間はおよその目安です。 ※プログラムはやむを得ぬ事情により変更になる場合があります。 ※3月5日（月）現在の情報です。

Ticket 指定席¥2,800

Ticket 指定席¥2,600 Ticket S¥3,000 A¥2,500

Ticket 指定席¥2,600 Ticket 指定席¥2,400

Ticket 指定席¥2,400

Ticket 指定席¥2,400

Ticket 指定席¥2,400

Ticket 指定席¥2,400

Ticket 指定席¥2,400

Ticket 指定席¥2,400

Ticket 指定席¥2,600

Ticket 指定席¥2,600

Ticket 指定席¥2,600

Ticket 指定席¥2,600

Ticket 指定席¥2,600

Ticket 指定席¥2,600

Ticket S¥3,000 A¥2,500

Ticket S¥3,000 A¥2,500

Ticket S¥3,000 A¥2,500

Ticket S¥3,000 A¥2,500

Ticket S¥3,000 A¥2,500

Ticket 指定席¥2,600

Ticket 指定席¥2,600

Ticket 指定席¥2,600

Ticket 指定席¥2,600

Ticket 指定席¥2,600

Ticket 指定席¥2,600

Ticket 指定席¥2,800

Ticket 指定席¥2,800

Ticket 指定席¥2,800

Ticket 指定席¥2,800

Ticket 指定席¥2,800

Ticket 指定席¥2,800

341 10:30-11:15 (45’)

荘村清志（g）、
新日本フィルハーモニー交響楽団
パスカル・ロフェ（指揮）
ラヴェル：道化師の朝の歌
ロドリーゴ：アランフェス協奏曲
ファリャ：バレエ音楽「三角帽子」 第2組曲 から
ロドリーゴが疎開先パリで書いた協奏曲。スペイン内戦の被害を受
けた古都アランフェスに思いをはせている。

M

342 12:15-13:00 (45’)

山根一仁（vl）
新日本フィルハーモニー交響楽団
井上道義（指揮）
伊福部昭：日本狂詩曲/ヴァイオリンと管弦楽のための協奏風狂詩曲
『ゴジラ』の音楽で名高い伊福部は、アイヌや西洋の文化と出会いつ
つ、“日本的”な音楽を独自に追求した。

M

343 14:15-15:00 (45’)

ロイヤル・ノーザン・シンフォニア
ラルス・フォークト（指揮）
モーツァルト：交響曲第25番 ト短調 K.183
ショスタコーヴィチ：室内交響曲 op.110a
祖国ロシアを失い、ソ連に翻弄されたショスタコーヴィチ。心の底で
自由を希求した作曲家の「真の声」は？

M

344 16:00-16:50 (50’)

ロイヤル・ノーザン・シンフォニア
ラルス・フォークト（p・指揮）
モーツァルト：オペラ《皇帝ティートの慈悲》 K.621 から 序曲
ショパン：ピアノ協奏曲第1番 ホ短調 op.11
のちにパリで亡命者となるショパンが、母国を発つ直前にワルシャワ
で自ら初演した「惜別の歌」。

M

345 18:15-19:00 (45’)

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
本名徹次（指揮）
貴志康一：交響曲「仏陀」
（楽譜提供 学校法人甲南学園 貴志康一記念室）
1909年生まれの貴志は、スイスとドイツに留学した国際派。標題を
もつ「仏陀」はベルリンで初演された。

M

346 20:15-21:00 (45’)

サラ・マクエルレイヴィ（va）
ロイヤル・ノーザン・シンフォニア
ジュリアン・ラクリン（vl・va・指揮）
ブリテン：ラクリメ
モーツァルト：ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲 変ホ長
調 K.364
人生の多くを旅に費やしたモーツァルトは、パリで協奏交響曲の形
式に魅せられ、帰郷後に大作K.364を書いた。

M

351 10:00-10:45 (45’)M

352 11:45-12:30 (45’)

アレクサンドル・ギンジン（p）
パイジェッロ：Les Adieux de la Grande Duchesse des Russies
（ロシア大公妃の告別）、フィールド：カマリンスカヤ（ロシア民謡）、ヘンゼ
ルト：12の性格的練習曲op.2、ガルッピ：ピアノ・ソナタ第5番ハ長調、ル
リエ：死の過ち、ストラヴィンスキー：「ペトルーシュカ」からの3楽章
ロシアにわたったヨーロッパの作曲家と、ヨーロッパに進出したロシ
ア人作曲家の作品を集めたプログラム。

M

353 13:30-14:15 (45’)

タンギー・ド・ヴィリアンクール（p）
ナタナエル・グーアン（p）
ラフマニノフ：2台のピアノのための組曲 第1番「幻想的絵画」op.5
ラフマニノフ：2台のピアノのための組曲 第2番 op.17
洗練された解釈で魅せるフランス新世代の二人がLFJ初登場。ロシ
ア時代のラフマニノフの息吹を伝える。

M

354 15:15-16:00 (45’)

吉田誠（cl）
トリオ・オウオン（ピアノ三重奏）
ストラヴィンスキー：組曲「兵士の物語」
ドヴォルザーク：ピアノ三重奏曲 第4番 ホ短調 op.90「ドゥム
キー」
第一次大戦中スイスに身を寄せるストラヴィンスキーが作曲した、先
例のない音楽劇をトリオ版で。

M

355 17:00-17:45 (45’)

エドウィン・クロスリー＝マーサー（Br）
ヨアン・エロー（p）
アイスラー：ハリウッド・ソングブックから
第二次大戦中に多くの亡命芸術家たちを受け入れたハリウッド。ア
イスラーが同地でつづった「音楽の日記」。

M

356 18:45-19:30 (45’)

アブデル・ラーマン・エル＝バシャ（p）
ショパン：バラード第1番 ト短調 op.23
ショパン：子守歌 変ニ長調 op.57
ショパン：幻想即興曲 嬰ハ短調 op.66
ショパン：舟歌 嬰ヘ長調 op.60
ラフマニノフ：前奏曲集から
パリの亡命者ショパン、ロシア革命後に祖国を離れたラフマニノフ
――歴史の荒波にもまれた作曲家たち。

M

357 20:30-21:15 (45’)

アンサンブル・メシアン（クラリネット四重奏）
メシアン：時の終わりのための四重奏曲
第二次大戦中、ドイツ軍の収容所への「移住」を強いられたメシアン
が劣悪な環境で作曲した、祈りの音楽。

M

361 10:00-10:45 (45’)

レミ・ジュニエ（p）
プロコフィエフ：ピアノソナタ第8番 変ロ長調 op.84
ストラヴィンスキー：「ペトルーシュカ」からの3楽章
諸国遍歴ののちにソ連に戻ったプロコフィエフと、二度の亡命を経
験した世界人ストラヴィンスキーを聴く。

M

362 11:45-12:30 (45’)

ヤン・ソンウォン（vc）
エンリコ・パーチェ（p）
リスト：忘れられたロマンス
リスト：悲しみのゴンドラ
リスト：コンソレーション（慰め） 第5番
ラフマニノフ：チェロ・ソナタ ト短調 op.19
自分の故郷は「いたるところ」だと語ったリストは、パリ、ローマ、ヴァ
イマール等を拠点に各地を旅した。

M

363 13:30-14:15 (45’)

マリー＝アンジュ・グッチ（p）
ショパン：ロンド 変ホ長調 op.16
ラフマニノフ：練習曲集「音の絵」 op.39から 第4番、第5番
ショパン：スケルツォ第2番 変ロ短調 op.31
ショパン：スケルツォ第3番 嬰ハ短調 op.39
ルネ・マルタンが今もっとも注目すべきピアニストとして推す逸材が、
亡命作曲家たちの音楽世界に迫る！

M

364 15:15-16:00 (45’)

広瀬悦子（p）
リャプノフ：12の超絶技巧練習曲 op.11から子守歌、鐘、叙事詩、エ
オリアン・ハープ、レズギンカ、エレジー～フランツ･リストを偲んで
ロシア出身のピアニストで作曲家のリャプノフは、リストの孫弟子で、
ロシア革命後の晩年をパリで過ごした。

M

365 17:00-17:45 (45’)

オリヴィエ・シャルリエ（vl）
エマニュエル・シュトロッセ（p）
マルティヌー：チェコ狂詩曲
ストラヴィンスキー：ディヴェルティメント
シェーンベルク：幻想曲 op.47
クライスラー：ウィーン風狂想的幻想曲
ナチスを避けアメリカに移った作曲家たちと、アメリカに辿り着いた
「世界人」ストラヴィンスキーの作品を。

M

366 18:45-19:30 (45’)

エマニュエル・ロスフェルダー（g）
ソル：「魔笛の主題による変奏曲」から
メルツ：悲歌、幻想曲
テデスコ：悪魔的奇想曲 「パガニーニへのオマージュ」 op.85
パガニーニ：24のカプリース、ラ・カンパネラ
渡米したユダヤ系イタリア人カステルヌオーヴォ＝テデスコや、諸国
を旅したパガニーニを回顧するプログラム。

M

367 20:30-21:15 (45’)

工藤重典（fl）
フローラン・ボファール（p）
ドヴォルザーク： ヴァイオリン・ソナチネ ト長調 op.100（フルート
とピアノ編）
バルトーク（アルマ編）：ハンガリー農民組曲（フルートとピアノ編）
バルトークによる故郷ハンガリーの民謡の編曲と、アメリカ滞在中の
ドヴォルザークが我が子に献呈した作品。

M

321 10:00-10:45 (45’)

エカテリンブルク・フィルハーモニー合唱団
アンドレイ・ペトレンコ（指揮）
ラフマニノフ：「晩祷 」op.37から抜粋、ラフマニノフ：「聖金口イオア
ン聖体礼儀」op.31から抜粋、ペルト：アヴェ・マリア、ストラヴィンス
キー：アヴェ・マリア、アルハンゲルスキー：最後の審判を待ちながら、
シュニトケ：「3つの聖なる歌」から抜粋、修道士の歌：ヴァラーム修道
院の宗教歌、グレチャニノフ：「受難週」op.58から抜粋、スヴィリード
フ：「プーシキンの花輪」から起床ラッパが鳴る、ロシア民謡
ロシア帝国の消滅、ソ連の誕生……時代に翻弄された作曲家たちと
ロシア音楽の伝統に迫る稀有なプログラム。

M

322 12:00-12:45 (45’)

パヴェル・シュポルツル（vl）
ジプシー・ウェイ（伝統ロマ音楽）
ブラームス：ハンガリー舞曲 第5番
サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン
ブーランジェ：わが祈り
シュポルツル：ヤノス・ビハリに捧ぐ ～ ジプシー・ファイヤー、トラン
シルヴァニア幻想曲、ナーネ・ツォーハ
ババイ：カプリス・ツィガーヌ
流浪の民ロマの音楽世界へ。ビハリはロマのヴァイオリンの名手で、
ベートーヴェンやリストに影響を与えた。

M

323 14:00-14:45 (45’)M

324 15:45-16:30 (45’)

マタン・ポラト（p）
モディリアーニ弦楽四重奏団
ドヴォルザーク：ピアノ五重奏曲 イ長調 op.81
ドヴォルザーク：弦楽四重奏曲第12番 ヘ長調 op.96「アメリカ」
から第2楽章
ニューヨークの音楽院から院長として招かれ、有意義なアメリカ生
活を過ごしたドヴォルザークの充実作。

M

325 17:45-18:30 (45’)

カンティクム・ノーヴム　
小濱明人（尺八）、山本亜美（筝）
小山豊（津軽三味線）
エマニュエル・バルドン（リーダー）
地中海地方から、トルコ、ペルシャを経て日本へ。いにしえの「絹の
道」で栄えた音楽文化へのトリビュート。

M

326 19:30-20:15 (45’)

パヴェル・シュポルツル（vl）
ジプシー・ウェイ（伝統ロマ音楽）
ブラームス：ハンガリー舞曲第5番、サラサーテ：ツィゴイネルワイ
ゼン、ブーランジェ：わが祈り、シュポルツル：ヤノス・ビハリに捧ぐ 
～ジプシー・ファイヤー、トランシルヴァニア幻想曲、ナーネ・ツォー
ハ、ババイ：カプリス・ツィガーヌ
流浪の民ロマの音楽世界へ。ビハリはロマのヴァイオリンの名手で、
ベートーヴェンやリストに影響を与えた。

M

327 21:15-22:00 (45’)

児玉桃（p）
広瀬悦子（p）
ドヴォルザーク：スラヴ舞曲集から
ストラヴィンスキー：春の祭典（2台ピアノ版）
ストラヴィンスキーがヨーロッパ中の度肝を抜き、20世紀音楽史を
塗り替えた「衝撃作」。

M

331 10:30-11:15 (45’)

モディリアーニ弦楽四重奏団
ドヴォルザーク：弦楽四重奏曲第12番 ヘ長調 op.96「アメリカ」 
ドホナーニ：弦楽四重奏曲第3番 イ短調 op.33
ナチスに追われアメリカに亡命したハンガリー人ドホナーニの作品
と、ドヴォルザークのアメリカ滞在の成果を。 

M

332 12:15-13:00 (45’)

アンサンブル・オブシディエンヌ
エマニュエル・ボナルド（リーダー）
人はいつの時代も故郷を想い歌う。民俗音楽や中世の美術を参照
し再現された楽器は一見一聴の価値あり！

M

333 14:00-14:45 (45’)

アブデル・ラーマン・エル＝バシャ（p）
ショパン：即興曲第3番 変ト長調op.51/バラード第4番 ヘ短調op.52、グ
ラナドス：「ゴイェスカス」第1部から愛の言葉、エル＝バシャ：Valse 
éphémère, Chant andalou(儚いワルツ、アンダルーの歌)/Marie, ou 
la mort d’un enfant（マリー、ある子どもの死）/Variations sur un 
air égyptien, Bacchus（エジプト民謡による変奏曲、バッカス）
自身、レバノンで生まれパリで学んだエル＝バシャ。パリと関係の深
い二人の作曲家の名曲に、自作を添えて。

M

334 15:45-16:30 (45’)M

335 17:30-18:15 (45’)

アンサンブル・オブシディエンヌ
エマニュエル・ボナルド（リーダー）
人はいつの時代も故郷を想い歌う。民俗音楽や中世の美術を参照
し再現された楽器は一見一聴の価値あり！

M

336 19:15-20:00 (45’)

吉田誠（cl）、オリヴィエ・シャルリエ（vl）、アレクサンドラ・コヌ
ノヴァ（vl）、川本 嘉子（va）、辻本玲（vc）、マタン・ポラト（p）
プロコフィエフ：ヘブライの主題による序曲 op.34
ドヴォルザーク：ピアノ五重奏曲 イ長調 op.81
「序曲」は、新生ソ連を発ったプロコフィエフがアメリカ滞在中にユダ
ヤ人演奏家から依頼されて書いた。

M

337 21:00-21:45 (45’)M

Yom&Quatuor IXI
クレズマー（ユダヤの民衆音楽）クラリネットの第一人者と弦楽四重
奏の出会いが生む斬新サウンド！

“Illuminations”

“中世の伝統歌Ⅰ”

アンヌ・ケフェレック（p）
ヘンデル：「調子のよい鍛冶屋」ホ長調 HWV430（ハープシコード
組曲第5番から）、スカルラッティ：ソナタ ホ長調 K.531、ソナタ 
変ロ長調 K.57、：ソナタ ニ長調 K.145、ソナタ ニ短調 K.32、ヘ
ンデル（ケンプ編）：メヌエット HWV434（ハープシコード組曲第1
番から）
イギリスとスペインで活躍したヘンデルとスカルラッティは、バロック
時代を代表する「移住作曲家」。

“ロシアの Exile”

“La Route de la Soie”～シルク・ロード～
“中世の伝統歌Ⅱ”

ピエール・アンタイ（チェンバロ）
ナポリ出身のスカルラッティは、バルバラ王女のお抱え音楽家として
ポルトガル、スペインで長らく暮らした。

“ソワレ・スカルラッティ”

ポール・レイ（ジャズ・ピアノ）
フランスの俊英がチャップリンの名画に挑む！レイ書き下ろしの前奏
曲「チャップリンの世界」の演奏つき。昔のニューヨークにタイムト
リップ！有名映画とフランスのジャズ・ピアニストの華麗な演奏を同
時に楽しもう！

“キッズのためのシネマ・コンサート” 
 ～『チャップリンの移民』

Ticket S¥3,000 A¥2,500 B¥1,500

Ticket S¥3,000 A¥2,500 B¥1,500

Ticket S¥3,000 A¥2,500 B¥1,500

Ticket S¥3,000 A¥2,500 B¥1,500

Ticket S¥3,000 A¥2,500 B¥1,500

Ticket S¥3,000 A¥2,500 B¥1,500

311 10:15-11:00 (45’)

クルージュ・トランシルヴァニア・フィルハーモニー管弦楽団
カスパル・ゼンダー（指揮）
ブラームス：ハンガリー舞曲第1、4、5番
バルトーク：ハンガリー舞曲
エネスク：ルーマニア狂詩曲第2番
エネスク：ルーマニア狂詩曲第1番
エネスクが異郷パリで書いた名曲を中心に。ドイツ、ハンガリー、
ルーマニアを流れるドナウ川に身を任せて。

M

312 12:15-13:00 (45’)

ボリス・ベレゾフスキー（p）
ウラル・フィルハーモニー管弦楽団
ドミトリー・リス（指揮）
ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第4番 ト短調 op.40
ほか
ソ連を脱出後はもっぱら演奏家として活動していたラフマニノフが、
亡命先アメリカで発表した「復帰作」。

M

313 14:15-15:00 (45’)

前橋汀子（vl）
クルージュ・トランシルヴァニア・フィルハーモニー
管弦楽団
カスパル・ゼンダー（指揮）
メンデルスゾーン：「真夏の夜の夢」から 序曲
メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 op.64
LFJ初登場の前橋は、60年代初頭に単身ソ連にわたり研鑽を積ん
だ「日本人海外留学生」の先駆者。

M

314 16:30-17:15 (45’)

アンドレイ・コロベイニコフ（p）
ウラル・フィルハーモニー管弦楽団
ドミトリー・リス（指揮）
チャイコフスキー：イタリア奇想曲 op.45
プロコフィエフ：ピアノ協奏曲第3番 ハ長調 op.26
革命後しばらくは西側とソ連を行き来したプロコフィエフ。第3番は、
アメリカで発表された意欲作。

M

315 18:30-19:15 (45’)

クルージュ・トランシルヴァニア・フィルハーモニー
管弦楽団
カスパル・ゼンダー（指揮）
リムスキー＝コルサコフ：交響組曲「シェエラザード」
管弦楽法の大家が描く色彩ゆたかな「アラビアンナイト」の世界。シ
ンドバッドにいざなわれ、いざ出航！

M

316 21:15-22:15 (60’)M

〈ファイナルコンサート〉
パヴェル・シュポルツル（vl）＆ジプシーウェイ（伝統ロマ音楽）、ルイス・フェルナン
ド・ペレス（p）、アレクサンドル・クニャーゼフ（vc）、エカテリンブルク・フィルハー
モニー合唱団（合唱）、ウラル・フィルハーモニー管弦楽団、ドミトリー・リス（指揮）
ラフマニノフ：パガニーニの主題による狂詩曲 op.43、カザルス：鳥の歌（チェロと管弦楽
版）、ドヴォルザーク：交響曲第9番 ホ短調 op.95「新世界より」から第4楽章、ブロッホ：
「ユダヤ人の生活」から祈り（チェロと管弦楽編）、伝承歌：行け、モーゼよ（ティペット編）、
ヴェルディ：オペラ《ナブッコ》から合唱 「行け、わが思いよ、金色の翼に乗って」 ほか
ラフマニノフ晩年のきらめく才気、ドヴォルザークの郷愁、ブロッホの静謐な祈り……心揺さぶるフィナーレ！

“ドナウから黒海へ”
3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲
3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲ 3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲

3才 ▲ 3才 ▲

3才 ▲

6才 ▲

6才 ▲ 6才 ▲

6才 ▲ 6才 ▲

6才 ▲

6才 ▲
6才 ▲

6才 ▲

3才 ▲
PASS

PASS

PASS

PASS

PASS

PASS

3才 ▲

3才 ▲

6才 ▲

6才 ▲
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出演者 I N D E X ※リスト内の3ケタの数字は公演番号です。　※3月5日（月）現在の情報です。

オ
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室
内
楽

鍵
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楽
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鍵
盤
楽
器

弦
楽
器

管
楽
器

声
楽

そ
の
他

オーケストラ・器楽アンサンブル
● ウラル・フィルハーモニー管弦楽団

● クルージュ・トランシルヴァニア・
　 フィルハーモニー管弦楽団

● シンフォニア・ヴァルソヴィア

● ロイヤル・ノーザン・シンフォニア

● 新日本フィルハーモニー交響楽団

● 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

● 兵庫芸術文化センター管弦楽団

● イ・ムジチ合奏団

● シエナ・ウインド・オーケストラ

● 東京音楽大学シンフォニックウインドアンサンブル

● ブラック・ボトム・ブラス・バンド

● オルケスタ・ナッジ！ナッジ！

● エカテリンブルク・フィルハーモニー合唱団

● アンドレイ・ペトレンコ

● 井上道義

● カスパル・ゼンダー

● 汐澤安彦

● ジュリアン・ラクリン

● 角田鋼亮

● ドミトリー・リス

● 挾間美帆

● パスカル・ロフェ

● 本名徹次

● ラルス・フォークト

● 廖國敏（リオ・クォクマン）

● アルク・トリオ

● アンサンブル・オブシディエンヌ

● アンサンブル・メシアン

● カンティクム・ノーヴム

● 芸劇ウインド・オーケストラ・アカデミー生による
　 木管五重奏

● Slide Monsters

● トリオ・オウオン

● パヴェル・シュポルツル＆ジプシーウェイ

● パリサンダー

● ピアース・ファッチーニ＆トリオ

● モディリアーニ弦楽四重奏団

● Yom＆Quatuor IXI

ピアノ
● 青柳いづみこ

● アブデル・ラーマン・エル＝バシャ

● アレクサンドル・ギンジン

● アンドレイ・コロベイニコフ

● アンヌ・ケフェレック

● 入江一雄

● エマニュエル・シュトロッセ

● エンリコ・パーチェ

● 大崎結真

● 岡田奏

● 北村朋幹

● クレール・デゼール

● 児玉桃

● 酒井茜

● ジョナス・ヴィトー

● タンギー・ド・ヴィリアンクール

● 長崎麻里香

● ナタナエル・グーアン

● 広瀬悦子

● 福間洸太朗

● フローラン・ボファール

● ボリス・ベレゾフスキー

● マタン・ポラト

● マリー＝アンジュ・グッチ

● 山田武彦

● ヨアン・エロー

● ラルス・フォークト

● ルーカス・ゲニューシャス

● ルイス・フェルナンド・ペレス

● レミ・ジュニエ

ジャズ・ピアノ
● ポール・レイ

ピアノ・ハモンドオルガン
● マティアス・アルゴットソン

チェンバロ
● ピエール・アンタイ

ヴァイオリン
● アレーナ・バーエワ

● アレクサンドラ・コヌノヴァ

● オリヴィエ・シャルリエ

● ジュリアン・ラクリン

● 前橋汀子

● 山根一仁

● 梁美沙（ヤン・ミサ）

ヴィオラ
● 川本嘉子

● サラ・マクエルレイヴィ

● ジュリアン・ラクリン

チェロ
● アレクサンドル・クニャーゼフ

● 辻本玲

● 堤剛

● 宮田大

● ヤン・ソンウォン

● 横坂源

ギター
● エマニュエル・ロスフェルダー

● 荘村清志

● マックス・シュルツ

ギター・照明デザイン
● ウルフ・エングランド

ハープ
● シルヴァン・ブラッセル

二胡
● 姜 建華

中国琵琶
● 楊宝元（ヤン・ボウユアン）

津軽三味線
● 小山豊

筝
● 山本亜美

フルート
● 工藤重典

オーボエ
● 古部賢一

クラリネット
● 山本正治

● 吉田誠

ホルン
● 日橋辰朗

● 福川伸陽

ファゴット
● 吉田将

トランペット
● アンドレ・アンリ

尺八
● 小濱明人

パーカッション
● 安江佐和子

● 藤本隆文

マリンバ
● 舩山花菜

太鼓
● 英哲風雲の会（太鼓ユニット）

● 林英哲

ソプラノ
● 天羽明恵

● バーバラ・ヘンドリックス

● ラケル・カマリーナ

カウンターテナー
● 村松稔之

バリトン
● エドウィン・クロスリー＝マーサー

アコーディオン
● リシャール・ガリアーノ

脱ジャンル音楽パフォーマンス集団
● 渋さ知らズオーケストラ 
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堤剛［チェロ］
© 鍋島徳恭

Slide Monsters ［トロンボーン四重奏］

タンギー・ド・ヴィリアンクール［ピアノ］
© Jean-Baptiste Millot

井上道義［指揮］
© Mieko Urisaka

前橋 汀子［ヴァイオリン］
©篠山紀信

前橋 汀子［ヴァイオリン］
©篠山紀信

エマニュエル・ロスフェルダー［ギター］ラケル・カマリーナ［ソプラノ］オリヴィエ・シャルリエ［ヴァイオリン］

フローラン・ボファール
［ピアノ］

© Philippe Gontier

林英哲［太鼓］

ロイヤル・ノーザン・シンフォニア
© Mark Savage

クルージュ・トランシルヴァニア・フィルハーモニー管弦楽団
カスパル・ゼンダー［指揮］
© Ondrej Melecky

ルーカス・ゲニューシャス［ピアノ］
© Jean-Baptiste Millot モディリアーニ弦楽四重奏団

アンドレ・アンリ［トランペット］アンドレ・アンリ［トランペット］イ・ムジチ合奏団　ナタナエル・グーアン［ピアノ］パヴェル・シュポルツル［ヴァイオリン］＆ジプシーウェイ［伝統ロマ音楽］

パスカル・ロフェ
［指揮］

© Marc Roger

ドミトリー・リス［指揮］ポール・レイ［ジャズ・ピアノ］
© Jean-Baptiste Millot

エカテリンブルク・フィルハーモニー合唱団

313T

253M 367M

336M 354M

133T

133T

133T

133T

133T

221T

346M

245M 346M

アレクサンドル・クニャーゼフ［チェロ］
© Andrei Mustafayev

アレクサンドル・クニャーゼフ［チェロ］
© Andrei Mustafayev

青柳いづみこ［ピアノ］
© Hideo Goto
青柳いづみこ［ピアノ］
© Hideo Goto

廖國敏（リオ・クォクマン）
［指揮］

福間洸太朗［ピアノ］
© Mark Bouhiron

山根一仁
［ヴァイオリン］
© K.miura



ホールA 1日パスポート券 丸の内

池 袋丸の内

池 袋丸の内

毎年大好評！いつも完売になる「ホールA 1日パスポート券」を今
年も枚数限定で販売します。5／3、4は5公演、5／5は6公演を1
日通しで、おトクに満喫できるチケットです。

こども割引

当日U-25割引

● 　　　ホールAの全公演
  　　　コンサートホールの全公演 500円引き
● 上記以外の全公演

● 対象公演　 公演日当日に残席のある公演（当日券のみ）
● 販売場所　 東京国際フォーラム ガラス棟地下1階・チケットオフィス

300円引き

3歳から小学生までの児童が対象の割引料金です。

● [5／3、4] S席1日パスポート券
● [  5／5  ] S席1日パスポート券

12,000円
14,000円

25歳以下の方を対象とした公演当日のみの割引。各公演30%割引。

※0歳からのコンサート（M111、M211、T311）は500円割引です。 ※購入時に年齢確認ができる
身分証等の提示が必要です。 ※公演当日に「東京国際フォーラム ガラス棟地下1階・チケットオ
フィス」「東京芸術劇場 地下1階・LFJチケットカウンター」でのみご購入いただけます。 ※チケット券
面に「U-25割引」と印字されます。 ※こども割引との併用はできません。

※公演当日、東京国際フォーラムガラス棟地下1階・チケットオフィス及び東京芸術劇場地下1階・
LFJチケットカウンターでこどものチケットを購入希望の場合は、「当日U-25割引」が適用されます。　

有料公演を鑑賞される間、お子様をお預かりする託児サービスを、音楽祭の会期中実
施します。（東京国際フォーラム ／ 9:00～22:00、東京芸術劇場 ／ 9:00～22:00）

●東京国際フォーラムホールAおよび東京芸術劇場コンサートホールで行われる「0歳からのコンサート（公演番
号M111・M211・T311）」のみ、2歳以下のお子さまもご入場いただけます。その場合、18歳以上の保護者1
名につき、お子さま1名までひざ上無料にてご鑑賞いただけます。 ●18:30以降に開演する公演は6歳未満の
お子さまはご入場いただけませんので、予めご了承ください。 ●23:00以降に終演予定の公演は都条例により
18歳未満のお客さまはご入場いただけませんので、予めご了承ください。 ●販売開始後はプレイガイドによって
在庫状況が異なります。東京国際フォーラムホールA、C、東京芸術劇場コンサートホール等の公演は一つのプ
レイガイドで売り切れても、他のプレイガイドには在庫がある場合がございます。 ●チケット購入後の払戻し（キャ
ンセル）や変更は一切お受けできません。お申込みに際しては、くれぐれもお間違いのないようにご注意くださ
い。 ●公演により終了時間が多少前後する場合があります。チケットをお買い求めの際は、公演間の時間に十
分余裕を持ってスケジュールをご計画ください。 ●チケットはいかなる場合（紛失、焼失、破損等）でも再発行い
たしません。 ●0570で始まる電話番号は一部の携帯電話・IP電話からはご利用いただけません。ご契約の電
話会社と接続可能かをご確認ください。

車椅子席

各ホールに車椅子席をご用意しています。
※車椅子席のチケットは、前売期間中は「東京国際フォーラム 地上広場ボックスオフィス」で、会期中
は各「東京国際フォーラム ガラス棟地下1階・チケットオフィス」「東京芸術劇場 地下1階・LFJチケッ
トカウンター」でお取り扱いします。
※上記窓口での購入が難しい場合は、下記へご相談ください。
［ラ・フォル・ジュルネTOKYO 運営委員会事務局］TEL.03-3574-6833（平日10:00～18:30 土・日・祝休）
※車椅子１台につき、お一人様分の付き添い席をご購入いただけます。

託児サービス

チケット販売に関する注意事項

※公演番号M111、M211は対象外です。 ※前売期間中のみ、枚数限定でお取り扱いします。 
※1公演ごとに入退場の必要がございます。また、公演をまたいで手荷物などを座席に置いておくこと
はできません。
5／3 対象公演（M112～M116）、5／4 対象公演（M212～M216）、5／5 対象公演（M311～M316）

池 袋

丸の内

● お申込み・お問合せ
［東京国際フォーラム］ アルファコーポレーション 
TEL.0120-086-720（平日10:00～17:00）※受付期間／3月19日（月）から4月23日（月）まで
（有料・要予約／東京国際フォーラム内有料公演のチケットを購入された方が対象です）

［東京芸術劇場］ ＨＩＴＯＷＡキャリアサポート株式会社わらべうた
TEL.0120-415-306（平日9:00～17:00）※3月21日（水・祝）より受付開始
※土・日・祝祭日を除くお預かり日一週間前までにご予約ください。
（有料・要予約／東京芸術劇場内有料公演のチケットを購入された方が対象です）

東京国際フォーラム

東京国際フォーラム
地上広場ボックスオフィスだけの特典

地上広場ボックスオフィス（窓口販売）
● 営業時間
● 販売対応
● 取扱券種

● オリジナルチケットで販売　● 手数料なし

11:00～19:00［3／17（土）～5／2（水）］

全公演取扱

座席選択可 複数公演購入可

こども割引1日パスポート券 車椅子席

※東京国際フォーラム 地上広場ボックスオフィスは「チケットぴあ」と同じ在庫か
らチケットを販売します。 専用の販売枠を設けているわけではありませんので、あら
かじめご了承ください。

選択が可能な会場：東京国際フォーラム（ホールA、C）
　　　　　　　　 東京芸術劇場（コンサートホール、シアターイースト、シアターウエスト）
　　　　　　　　 ※ 携帯を除く

選択が可能な会場：東京国際フォーラム（ホールA、C）
　　　　　　　　 東京芸術劇場（コンサートホール、シアターイースト、シアターウエスト）
　　　　　　　　 ※ 携帯を除く

チケット購入ガイド
ラ・フォル・ジュルネ TOKYO 2018

3月17日（土）10:00より発売開始!
東京国際フォーラム地上広場ボックスオフィス／

東京芸術劇場ボックスオフィスは3月17日（土）11:00より

LFJの公式チケット販売サイトをオープンしました。【LFJチケット販売サイト】に
利用登録（無料）をいただければ、どなたでもシステム手数料がかからずチケッ
トをご購入いただけます。またLFJに関するメールマガジンを配信します。

会場の東京国際フォーラムと東京芸術劇場は離れたエリアに
ありますので、両エリア間の移動時間にはご注意ください。

「LFJチケット販売サイト」オープン！

5月3日、4日の東京国際フォーラム ホールA、5月5日の東京芸術劇場コンサー
トホールと、３日間毎朝「０歳からのコンサート」を開催。
連休中の予定に合わせて、ご都合の良い日にお子様とご来場ください。

０歳からのコンサートを毎日開催

「Quick Ticket」のLINEによるチケット発券機能を採用。※LFJチケット販売サイトのみ
スマホで簡単に受取り、入場できる電子チケットを本格導入

多くのご要望を受けてホールAの座席区分を見直し、お買い求めやすくし
ました。

座席区分を見直し、A・B席を増やしました！

ウェブ

ウェブ
（PC、スマホ、携帯共通）

チケットぴあ 全公演取扱

● 営業時間
● 販売対応

● 取扱券種

24時間 ※毎週火・水曜日2:30～5:30を除く

1日パスポート券

座席選択可

こども割引

http://w.pia.jp/t/lfj/

電話
発売初日：3月17日（土）のみ

発売翌日3月18日（日）以降

● 営業時間 10:00～23:59 ※1コール1公演のみ受付

● 営業時間 24時間 ※毎週火・水曜日2:30～5:30を除く

0570-02-9855（音声自動応答／要Pコード）

0570-02-9999（音声自動応答／要Pコード）

● Pコード
東京国際フォーラム

東京芸術劇場

店頭

セブン-イレブン店頭（マルチコピー機／要Pコード）
● 営業時間
● 販売対応

● 取扱券種

24時間 ※毎週火・水曜日2:30～5:30を除く

※東京国際フォーラム（ホールA、C）、東京芸術劇場コンサートホールのみ

1日パスポート券

座席ブロック選択可

こども割引

チケットぴあ各店舗（窓口販売）

サークルK・サンクス（Kステーション／要Pコード）

座席選択可 複数公演購入可

※東京国際フォーラム（ホールA、C）、東京芸術劇場コンサートホールのみ
座席ブロック選択可

● 営業時間
● 販売対応

● 取扱券種

5:30～翌日2:00

1日パスポート券 こども割引

● 営業時間
● 販売対応

● 取扱券種

店舗により異なる

※繁忙時は複数公演を一度にお求めいただけない場合もございます。

1日パスポート券 こども割引

Tチケット
東京国際フォーラム（ホールA、C）、東京芸術劇場（コンサートホール）のみ取扱

ウェブ
（PC、スマホ共通）

● 営業時間
● 取扱券種

24時間

※ 東京国際フォーラム （ホールA、C）、東京芸術劇場（コンサートホール）のみ

こども割引

https://fan.tsite.jp/ticket/lfj2018

店頭での座席選択は不可

店頭
ファミリーマート（Famiポート）
● 営業時間
● 販売対応

24時間 ※第1・第3木曜日2:00～8:00を除く

イープラス 全公演取扱

ウェブ
（PC、スマホ、携帯共通）

● 営業時間
● 販売対応

● 取扱券種

24時間 ※第1・第3木曜日2:00～8:00を除く

選択が可能な会場：東京国際フォーラム（ホールA、C）
　　　　　　　　 東京芸術劇場（コンサートホール、シアターイースト、シアターウエスト）
　　　　　　　　 ※ 携帯を除く

こども割引

http://eplus.jp/lfj/

座席選択可

ガラス棟地下1階・チケットオフィス（窓口販売）
● 営業時間

● 販売対応
● 取扱券種

5／2（水）14:00～19:00   
5／3（木・祝）8:30～22:30
5／4（金・祝）8:30～22:30   
5／5（土・祝）8:30～21:30
座席選択可 複数公演購入可

車椅子席こども割引※1 当日U-25割引※2
※1 各公演の前日までのお取り扱いです。公演当日にこどものチケットを購入の場合は、当日U-25割
引が適用された価格になります。　※2 各公演の当日のみのお取り扱いです。

LFJチケット販売サイト

● 営業時間
● 販売対応

● 取扱券種

（PC、スマホ共通）

24時間 ※毎週火・水曜日2：30～5：30を除く

全公演取扱

1日パスポート券

座席選択可

こども割引

http://lfj.pia.jp/

※公演番号T116は除く。

東京芸術劇場 地下1階・LFJチケットカウンター

！
選択が可能な会場：東京国際フォーラム（ホールA、C）
　　　　　　　　 東京芸術劇場（コンサートホール、シアターイースト、シアターウエスト）
　　　　　　　　 ※ 携帯を除く

1日パスポート券 こども割引

（PC・スマホ共通）http://www.geigeki.jp/
4月2日（月）18:00販売開始予定

電話
4月2日（月）10:00以降

● 営業時間 10:00～19:00 ※休館日を除く
0570-010-296（オペレーター対応）

● 営業時間
● 販売対応

● 取扱券種

24時間 ※毎週火・水曜日2：30～5：30を除く
座席選択可

東京芸術劇場
ウェブ

全公演取扱

※東京芸術劇場ボックスオフィスは「チケットぴあ」と同じ在庫からチケットを販売し
ます。 専用の販売枠を設けているわけではありませんので、あらかじめご了承ください。

● 営業時間

● 販売対応

10:00～19:00［3／17（土）～5／2（水）］

座席選択可 複数公演購入可

● 営業時間

● 販売対応
● 取扱券種

5／3（木・祝）9:00～22:15、5／4（金・祝）9:00～21:30
5／5（土・祝）9:00～21:00

座席選択可 複数公演購入可

車椅子席
※1 各公演の前日までのお取り扱いです。公演当日にこどものチケットを購入の場合は、当日U-25割
引が適用された価格になります。　※2 各公演の当日のみのお取り扱いです。

※3月17日（土）のみ11:00からチケット発売開始

ボックスオフィス（窓口販売）

東京芸術劇場地下1階・LFJチケットカウンター（窓口販売）

こども割引※1 当日U-25割引※2

ホールA
ホールB7

ホールB5
ホールC

ホールD7
G409

597-801

597-802

597-803

597-804

597-805

597-806

コンサートホール シアターイースト シアターウエスト597-807 597-808 597-809

ローソンチケット 全公演取扱

ウェブ

電話

（PC、スマホ、携帯共通）

● 営業時間
● 販売対応

● 取扱券種

発売初日：3月17日（土）のみ

発売初日：3月17日（土）10:00以降

24時間

こども割引

座席選択可

店頭での座席選択は不可

● 営業時間 10:00～23:59 ※1コール1公演のみ受付

● 営業時間

● Lコード
東京国際フォーラム

24時間

店頭

ローソン／ミニストップ店頭（Loppi／要Lコード）
● 営業時間
● 販売対応

24時間

東京芸術劇場

http://l-tike.com/lfj/ 

※一般発売日翌日［3月18日（日）］から座席選択は可能。
選択が可能な会場：東京国際フォーラム（ホールA、C）、東京芸術劇場（コンサートホール）
　　　　　　　　 ※ 携帯を除く

0570-084-633（音声自動応答特電／要Lコード）

0570-084-003（音声自動応答／要Lコード）

● 営業時間 各日10:00～20:00
0570-000-407（オペレーター対応）

※オペレーターのみ座席選択は可能

ホールA
ホールB7

ホールB5
ホールC

ホールD7
G409

36231

36232

36233

36234

36235

36236

コンサートホール シアターイースト シアターウエスト36331 36332 36333
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