
浦安音楽ホール　2017-2018　主催公演ラインナップ
チケット料金 席種 発売日 友の会先行

4月14日(金) オープニングシリーズ 諏訪内晶子(ヴァイオリン) ¥6,000 全席指定 3月18日(土)

19時開演 諏訪内晶子（ヴァイオリン） 金子陽子(ピアノ)

［こけら落としコンサート］

4月29日（土・祝） オープニングシリーズ 仲道郁代(ピアノ) ¥3,000 全席指定 3月18日(土)

14時開演 仲道郁代（ピアノ）

［ピアノ開きコンサート］

5月20日(土) 青木涼子 能×現代音楽 ～能アーティスト、女心を謡う 青木涼子(能アーティスト) ¥3,000 全席指定 4月2日(日)

15時開演 古典と前衛 美と狂気が織り成す 源氏物語の世界 斎藤和志(フルート)

ハーモニーホール 畑中明香(パーカッション)

小沼純一(トークゲスト)

5月28日(日) オープニングシリーズ 高橋悠治(ピアノ・作曲) ¥4,000 全席指定 4月2日(日)

14時開演 高橋悠治＆ヴィルタス・クヮルテット＋1 ヴィルタス・クヮルテット＋１

リズムと記憶～バッハからピアソラまで～ 　三上亮(ヴァイオリン)

　高橋宗芳(ヴァイオリン)

　馬渕昌子(ヴィオラ)

　丸山泰雄(チェロ)

 　赤池光治(コントラバス)

6月10日(土) オープニングシリーズ 吉野直子(ハープ) ¥3,000 全席指定 4月22日(土)

14時開演 吉野直子（ハープ）　越境するハープ音楽

47弦の名手が奏でる 華麗なる世界の音 天上の響き

6月17日(土) オープニングシリーズ ダン・タイ・ソン(ピアノ) ¥6,000 全席指定 4月22日(土)

15時開演 ダン・タイ・ソン （ピアノ）

ピアノの詩人によるショパン、リスト、シューベルト

7月15日(土) U-zhaan（タブラ）×沖仁（フラメンコギター） U-zhaan(タブラ) ¥3,000 全席指定 5月13日(土)

14時開演 超絶技巧！即興！興奮～ヨルタモリで話題の二人が共演 沖仁(フラメンコギター)

ハーモニーホール

8月19日(土) Concert for KIDS ～0才からのクラシック®～ 大森智子(ソプラノ) 大人\2,000 全席指定 5月13日(土）

11時/14時開演 礒絵里子(ヴァイオリン) 小人\1,000

加藤直明(トロンボーン)

新居由佳梨(ピアノ)

8月26日(土) 外山啓介（ピアノ） 外山啓介 (ピアノ) ¥3,000 全席指定 5月13日(土）

15時開演 オール・ショパン・プログラム

9月9日(土) 西村悟（テノール）＆江澤隆行（ピアノ） 西村悟(テノール) ¥3,000 全席指定 6月3日(土)

14時開演 テノールの貴公子による　オペラ・アリアとイタリア歌曲 江澤隆行(ピアノ)

9月13日(水) マンハッタン・ジャズクインテット マンハッタン・ジャズクインテット ¥4,000 全席指定 6月3日(土)

19時15分開演

9月23日（土・祝） 御喜美江（アコーディオン）＆池上英樹（マリンバ） 御喜美江(アコーディオン) ¥3,000 全席指定 6月3日(土)

14時開演 バッハ×ピアソラ 池上英樹(マリンバ)

10月1日(日) ジャン＝ギアン・ケラス（チェロ） ジャン＝ギアン・ケラス(チェロ) ¥5,000 全席指定 7月8日(土)

14時開演 J.S.バッハ:無伴奏チェロ組曲全曲

10月22日(日) 白井光子（メゾソプラノ）＆ハルトムート・ヘル（ピアノ） 白井光子(メゾソプラノ) ¥5,000 全席指定 7月8日(土)

15時開演 世界最高峰のドイツリートを聴く ハルトムート・ヘル(ピアノ)

11月4日(土) 上野耕平（サクソフォン）＆ 上野耕平(サクソフォン) ¥2,500 全席指定 8月5日(土)

14時開演 The Rev Saxophone Quartet（サクソフォン四重奏） 山中惇史(ピアノ)

The Rev Saxophone Quartet(サクソフォン四重奏)

11月12日(日) 福田進一（ギター）＆ライナー・キュッヒル（ヴァイオリン） 福田進一(ギター) ¥4,000 全席指定 8月5日(土)

14時開演 ウィーン・フィルの前コンマスとトップギタリストによる珠玉のデュオ ライナー・キュッヒル(ヴァイオリン)

11月19日(日) 宮川彬良(作曲・ピアノ) ＆岡崎裕美(ボーカル) 宮川彬良(作曲・ピアノ) ¥3,000 全席指定 8月5日(土)

15時開演 「未来の音楽授業！アキラ塾」 岡崎裕美(ボーカル)

ハーモニーホール

12月2日(土) マイスター・ジンガー（合唱） 日本を代表する精鋭のオペラ歌手8名 ¥3,000 全席指定 9月2日(土)

14時開演 精鋭のオペラ歌手8人による華麗なる歌の花束

12月9日(土) ピエール＝ロラン・エマール(ピアノ) ピエール＝ロラン・エマール(ピアノ) ¥6,000 全席指定 9月2日(土)

14時開演

12月16日(土) クァルテット・エクセルシオ（弦楽四重奏） クァルテット・エクセルシオ ¥2,500 全席指定 9月2日(土)

14時開演 最少にして最響のアンサンブル！ 西野ゆか(ヴァイオリン)

山田百子(ヴァイオリン)

吉田有紀子(ヴィオラ)

大友肇(チェロ)

1月6日(土) リクレアツィオン・ダルカディア（古楽アンサンブル） リクレアツィオン・ダルカディア(古楽アンサンブル) ¥4,000 全席指定 10月7日(土)

14時開演 ［浦安ニューイヤーコンサート］

1月20日(土) 伶楽舎（雅楽） 伶楽舎(雅楽) ¥1,500 全席指定 10月7日(土)

14時開演 子どものための雅楽コンサート「雅楽ってなあに？」

ハーモニーホール

1月27日(土) 藤原真理（チェロ）＆倉戸テル(ピアノ) 藤原真理(チェロ) ¥3,500 全席指定 10月7日(土)

14時開演 倉戸テル(ピアノ)

2月12日（月・祝） 河村尚子（ピアノ） 河村尚子(ピアノ) ¥3,500 全席指定 11月11日(土)

14時開演 「河村尚子の現在（いま）」～ベートーヴェンを中心に～

3月4日(日) 鈴木優人（チェンバロ） 鈴木優人(チェンバロ) ¥3,000 全席指定 12月3日(日)

14時開演 （曲目）J.S.バッハ:ゴルトベルク変奏曲

3月17日(土) 日下紗矢子（ヴァイオリン） 日下紗矢子(ヴァイオリン) ¥3,000 全席指定 12月3日(日)

15時開演 ゲスト 鈴木優人（チェンバロ） 鈴木優人(チェンバロ)

※やむを得ない事情により、曲目・出演者が変更となる可能性があります。あらかじめご了承ください。 2017.3時点

※チケット販売の開始時間は一律9：00となります（電話・インターネット共通）

※ 2017年5月以降の公演については、ご案内している先行期間内にお電話・インターネットでお申込みいただき、応募多数の場合抽選となります。

     お席の指定はできかねますので、ご了承の程お願いいたします。

     抽選となった場合は、一般発売の開始前に、ご登録いただいているメールアドレス宛のメールにて結果をお知らせいたします。　
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