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モーツァルト

交響曲第40番ト短調 K. 550

アヴェ・ヴェルム・コルプス ニ長調 K. 618

レクイエム ニ短調 K. 626

Wolfgang Amadeus Mozart

Symphony in G minor K. 550

Ave verum corpus in D major K. 618

Requiem in D minor K. 626

会　場日　時

発売日

料　金
（消費税込）
全席指定

S席
［チケットのお申込］

：9月18日㈬  一般発売：9月21日㈯

Kioi Hall

9,000円

2,000円
A席 7,500円 B席 6,000円

2月8日
14:00 on 8th & 9th February 2020
2020年  9日 両日14時開演 / 開場13時30分日土

紀尾井ホールウェブチケット  http://www.kioi-hall.or.jp/tickets
紀尾井ホールチケットセンター  03-3237-0061
チケットぴあ http://t.pia.jp ［Pコード：161-162］
イープラス http://eplus.jp
ローソンチケット 0570-000-407 ［Lコード：31753］

※U29は公演日当日に29歳以下の方を対象とする割引料金です。
　紀尾井ホールウェブチケットのみで取扱い、残席がある場合に限り当日販売いたします。販売枚数には制限があります。
　公演当日、ホール受付にて身分証（顔写真付き）をご提示の上、座席指定券とお引き換えください。
　身分証をご提示いただけない場合には、各券種の一般料金との差額を申し受け、ご入場いただけます。

［10時～18時・日祝休］

紀尾井友の会
定 期 会 員優先発売

A席 1,500円B席

紀尾井ホールウェブチケット・午前0時～　電話・午前10時～

公演当日に29歳以下の方ならどなたでもご利用いただけます

公益財団法人 日本製鉄文化財団
にっぽんせいてつ

開館25周年と紀尾井ホール室内管弦楽団の
創立25周年のアニヴァーサリー

ひと足先に、そして贅沢に寿ぐ特別プロジェクト

トレヴァー・ピノックの
モーツァルト「レクイエム」

開館25周年記念演奏会

※本紙掲載の料金のほか、発券時に所定の手数料がかかります。手数料は支払方法により異なります。
※B席は、紀尾井ホールチケットセンターおよび紀尾井ホールウェブチケットのみで取扱います。
※出演者・曲目・演奏順は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。
※小学生のご鑑賞には保護者（成人）のご同伴をお願いします。
※乳幼児等未就学の方のご同伴・ご入場はご遠慮ください。
※スペースに限りがありますので、車いすでご来場の方は事前に必ずご相談ください。



料　金 チケットの
お申込は（消費税込）

紀尾井ホールウェブチケット http://www.kioi-hall.or.jp/tickets
紀尾井ホールチケットセンター  03-3237-0061［10時～18時・日祝休］

紀尾井ホールと紀尾井ホール室内管弦楽団（KCO）は2020年に創立25周年を迎えます。四半世紀という節目を迎えるに当たり、その

直前にひと足早く開館25周年を先取りした特別プロジェクトを企画しました。それが、トレヴァー・ピノックとKCOによるモーツァルト・プロ

グラムです。この作曲家の生涯最後の傑作《レクイエム》と大ト短調交響曲というセレクトは、いささか重厚なイメージですが、作品そのも

のの充実と深さでもって25周年を祝い飾ろうというピノックの意気込みが伝わってきます。そして《アヴェ・ヴェルム・コルプス》はまさに美

しさの極み。その旋律は、昨年のKCO定期でブルネロが採り上げたチャイコフスキーの《モーツァルティアーナ》にも引用されており、前年

からの繋がりも感じられます。独唱陣のアルト・パートはカウンターテナーが担当するのも注目です。また、この日のために特別に編成され

た合唱団にもご期待ください。

創立25周年特別プロジェクト

チケットぴあ http://t.pia.jp ［Pコード：161-162］　　イープラス http://eplus.jp
ローソンチケット　0570-000-407［Lコード：31753］

S席 9,000円

2,000円 1,500円

A席 7,500円 B席 6,000円

※本紙掲載の料金のほか、発券時に所定の手数料がかかります。手数料は支払方法により異なります。
※B席は、紀尾井ホールチケットセンターおよび紀尾井ホールウェブチケットのみで取扱います。
※U29は公演日当日に29歳以下の方を対象とする割引料金です。
　紀尾井ホールウェブチケットのみで取扱い、残席がある場合に限り当日販売いたします。販売枚数には制限があります。
　公演当日、ホール受付にて身分証（顔写真付き）をご提示の上、座席指定券とお引き換えください。
　身分証をご提示いただけない場合には、各券種の一般料金との差額を申し受け、ご入場いただけます。
※小学生のご鑑賞には保護者（成人）のご同伴をお願いします。
※乳幼児等未就学の方のご同伴・ご入場はご遠慮ください。
※出演者・曲目・演奏順は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。
※スペースに限りがありますので、車いすでご来場の方は事前に必ずご相談ください。

●四ツ谷駅（JR線･丸ノ内線･南北線）麴町口ほか 徒歩6分　●麴町駅2番出口（有楽町線）徒歩8分
●赤坂見附駅D出口（銀座線･丸ノ内線）徒歩8分　●永田町駅7番出口（半蔵門線･有楽町線）徒歩8分

［最寄駅］

 (2019年9月1日現在)

《特別協賛会員》
《みやび会員》

《ひびき会員》
《みどり会員》

《あおい会員》

紀尾井サポートシステム会員 (五十音順・｢株式会社｣等表記及び敬称略)

紀尾井ホールにご支援いただいている企業および個人の方々です

日鉄ソリューションズ／三菱商事
伊藤忠商事／大島造船所／ＫＤＤＩ／菅原／住友商事／丸紅／三井住友銀行／三井物産／
三井不動産／三菱商事／三菱地所／メタルワン　ほか匿名２社
オカムラ／きらぼし銀行／竹中工務店／山下設計
青鬼運送／赤坂維新號／赤坂 エクセルホテル東急／今治造船／ヴォートル／
エーケーディ／Ａ.ランゲ＆ゾーネ／ＮＳシンフォニー・オーケストラ／ＮＴＴドコモ／
荏原冷熱システム／鹿島建設／ザ・キャピトルホテル 東急／三協／清水建設／上智大学／スタインウェイ・
ジャパン／西武プロパティーズ／大成建設／高砂熱学工業／
千代田商事／テェイスト･ライフ／東芝ライテック／永田音響設計／
日活アド・エイジェンシー／日本ハム／ニュー・オータニ／ハウス食品グループ本社／
パナソニック／富士ゼロックス／松尾楽器商会／三井住友信託銀行／
三菱電機ビルテクノサービス／三菱ＵＦＪ銀行／三菱ＵＦＪ信託銀行／
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券／ミュージション／明治座舞台／ヤフー／
ヤマハサウンドシステム／有帆
青木陽介／石崎智代／磯部治生／井上善雄／片山能輔／栗山信子／近藤貴子／
佐久間庸行／佐部いく子／志立正嗣／清水多美子／清水康子／鈴木 亮／高下謹壱／
高橋義徳／外山雄三／中島 博／中西達郎／西村剋美／馬場弘之／原田清朗／北條哲也／堀川将史／牧
本恵美子／松枝 力／松本美恵／簑輪永世／陸田 実／村上喜代次／
村田正仁／持留宗一郎／八木一夫／八木晶子　　ほか匿名21名　計93口

A席 B席

にっぽんせいてつ

公益財団法人 日本製鉄文化財団

Trevor Pinnock, conductor
指揮トレヴァー・ピノック

紀尾井ホール室内管弦楽団 Kioi Hall Chamber Orchestra Tokyo

1995年紀尾井ホール開館時に紀尾井シンフォニエッタ東京として発足。国内外の第一線で活躍する演奏家が集い、設立当初の尾
高忠明（現・桂冠名誉指揮者）のリーダーシップや、数多くの著名な音楽家たちとの共演を経て、我が国を代表する演奏団体のひとつ
となっている。高い演奏技術とアンサンブル能力に裏打ちされた豊かな音楽性には定評がある。
欧州ツアー（2000年）、ドレスデン音楽祭出演（2005年）、米国公演（2012年）など、国内外で積極的に演奏活動を行っている。2017
年4月より首席指揮者にライナー・ホーネックを迎え、「紀尾井ホール室内管弦楽団」に改称し、さらに活動の幅を広げながら、より一
層洗練された音楽作りを目指して前進している。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（運営：日本製鉄文化財団）

Maria Mochizuki, soprano
ソプラノ望月万里亜

大宮光陵高校音楽科卒業。東京藝術大学音
楽学部声楽科卒業。これまでに声楽を朝倉蒼
生、佐々木典子、鈴木美登里の各氏に師事。日
墺文化協会主催フレッシュコンサートにて
アウガルテン賞受賞。ルネサンス、バロック
の声楽作品やロマン派のドイツリートを得
意とする。バッハ《ミサ曲ロ短調》、ペルゴ
レージ《スターバト・マーテル》等、教会音楽
にてソリスト及びアンサンブルメンバーと
して多数出演、録音に参加。バッハ・コレギウ
ム・ジャパン、ベアータ・ムジカ・トキエンシ
ス、レ・グラース、各メンバー。

Hiroya Aoki, alto
アルト青木洋也

東京藝術大学大学院で古楽演奏、エリザベ
ト音楽大学大学院で宗教音楽学を学ぶ。宗教
音楽を専門とし、J. S.バッハの《マタイ》《ヨハ
ネ》の両受難曲や、多数のカンタータの独唱
をつとめる。バッハ・コレギウム・ジャパンの
主要メンバーとして国内外の公演・録音に参
加している。今までに『トスティを歌う ～英
語による歌曲を集めて～』などソロアルバム
を5枚、リリースしている。合唱指揮者として
の評価も非常に高い。

Katsuhiko Nakashima, tenor
テノール中嶋克彦

長崎県大村市出身。福岡教育大学音楽科卒
業。東京藝術大学大学院修士課程修了。同大
学院博士課程修了、博士号取得。2012年より
文化庁在外派遣研修員としてドイツに留学。
マインツ音楽大学バロック声楽コースにて
研鑽を積んだ。第13回日本モーツァルト音楽
コンクール声楽部門第2位。宗教曲やコン
サートのソリストとして多数出演している
ほか、新国立劇場などオペラの舞台でも活躍
している。

Yukihiro Yamamoto, bass
バス山本悠尋

東京藝術大学大学院修士課程を首席修
了。大学院アカンサス音楽賞、武藤舞賞を受
賞。モーツァルト《レクイエム》、ベートー
ヴェン《交響曲第9番》、ロッシーニ《セビリ
アの理髪師》フィガロ役等、数多くの作品で
ソリストを務める。現在イタリア・ミラノに
て研鑽を積んでいる。第9回藤沢オペラコン
クールファイナリスト。第4回アルトゥー
ロ・ペッシーナ・オペラコンクール入賞。

1946年生まれ。トレヴァー・ピノックはチェンバロ奏者とし
ての活動とともに、1972年にピリオド楽器オーケストラ「イン
グリッシュ・コンサート」を創設し30年間率いてきた。2003年
以降は活動の幅を広げ、指揮、独奏、室内楽や数々の教育プロ
ジェクトなどで活躍している。特に指揮者としては、2011～
2015年シーズンに首席客演指揮者を務めたモーツァルテウム

管弦楽団をはじめ、ドイツ・カンマーフィル、ロス・フィル、ゲヴァントハウス管、コン
セルトヘボウ管ほかに定期的に出演。2006年には自身の60歳の記念にヨーロピアン・
ブランデンブルク・アンサンブルを創設。彼らと録音した《ブランデンブルク協奏曲》
全曲のディスクは08年のグラモフォン・アワードに輝いた。
紀尾井ホール室内管弦楽団への客演はオール・モーツァルト・プログラムでの2004
年と2012年、およびフォーレ、ベートーヴェン、ハイドンによる2016年の定期演奏会
に続き4回目となる。
1992年大英帝国勲章CBE、1998年フランス芸術文化勲章オフィシエ受章。

全席指定


