
開催日
開演

時間

シリー

ズ

回数

イベントタイトル 主な出演者 チケット料金 チケット発売

16年4月23日(土) 17:00 256
川久保賜紀

ベートーヴェン：ヴァイオリン･ソナタ全曲演奏会3（全3回）
ヴァイオリン◎川久保賜紀　ピアノ◎江口 玲

S \4,000

A \3,000

16年6月4日(土) 19:00 257
中村恵理

ソプラノ・リサイタル
ソプラノ◎中村恵理　ピアノ◎木下志寿子

S \4,000

A \3,000

16年7月16日(土) 258
松田華音

ピアノ・リサイタル
ピアノ◎松田華音

S \4,000

A \3,000

16年9月17日(土) 259
仲道郁代「いつもあなたとショパン」第2回

室内楽で奏でるピアノ協奏曲（全4回）

ピアノ◎仲道郁代

1stヴァイオリン◎島田真千子　2ndヴァイオリン◎水谷晃

ヴィオラ◎大島亮　チェロ◎植木昭雄

S \5,500

A \4,500

16年10月1日(土) 260
千住真理子

ヴァイオリン・リサイタル
ヴァイオリン◎千住真理子　チェンバロ◎梅村祐子

S \5,000

A \4,000

16年11月12日(土) 261
遠藤真理＆上原彩子

デュオ・リサイタル
チェロ◎遠藤真理　ピアノ◎上原彩子

S \4,500

A \3,500

16年12月10日(土) 262
吉野直子＆宮田まゆみ

ハープ＆笙
ハープ◎吉野直子　笙◎宮田まゆみ

S \5,000

A \4,000

17年2月11日(土) 263
仲道郁代「いつもあなたとショパン」第3回

ショパンの愛したピアノ（仮）（全4回）
ピアノ◎仲道郁代

S \5,000

A \4,000

16年6月4日(土) 14:00 16 ヒラリー・ハーン　ヴァイオリン ヴァイオリン◎ヒラリー･ハーン　ピアノ◎コリー・スマイス
S \9,500

A \9,000
4/10発売予定

16年5月26日(木) 1
「時の終わりのための四重奏曲」

萩原麻未・成田達輝・横坂源・吉田誠

ピアノ◎萩原麻未　ヴァイオリン◎成田達輝

チェロ◎横坂源　　クラリネット◎吉田誠

S \4,500

A \3,500

16年6月6日(月) 2 トリオ・ヴァンダラー
ヴァイオリン◎ジャン=マルク・フィリップ=ヴァルジャベディアン

チェロ◎ラファエル・ピドゥ　ピアノ◎ヴァンサン・コック

S \4,000

A \3,000

16年4月14日(木) 42 アンサンブル・オムニス　ホルン・トリオ
アンサンブル・オムニス

（ヴァイオリン◎長原幸太　ホルン◎福川伸陽　ピアノ◎三浦友理枝）

16年5月9日(月) 43 レミ･ジュニエ　ピアノ ピアノ◎レミ･ジュニエ

16年9月28日(水) 44 大江馨＆阪田知樹　ヴァイオリン＆ピアノ ヴァイオリン◎大江馨　ピアノ◎阪田知樹

17年2月9日(木) 45 デンハーグピアノ五重奏団
デンハーグピアノ五重奏団

（フォルテピアノ◎小川加恵　ヴァイオリン◎バディアロヴァ・朋絵

ヴィオラ◎朝吹園子　チェロ◎山本徹　コントラバス◎角谷朋紀）

17年3月2日(木) 46 上野星矢　フルート フルート◎上野星矢　ピアノ◎内門卓也

16年7月13日(水) 6 「若きベートーヴェン」
ヴァイオリン＝石田泰尚（神奈川フィル ソロ・コンサートマスター）

ヴィオラ◎大島亮　チェロ◎門脇大樹　コントラバス◎米長幸一

クラリネット◎齋藤雄介　ファゴット◎鈴木一成　ホルン◎豊田実加

全席指定

\3,000

16年10月20日(木) 7 「晩年のブラームス」
ヴァイオリン◎﨑谷直人（神奈川フィル第１コンサートマスター）、直江智沙子

ヴィオラ◎大島亮　チェロ◎山本裕康　クラリネット◎齋藤雄介

ピアノ◎諸田由里子

全席指定

\2,500

16年9月10日(土) 14:00 45 三浦一馬＆村治奏一　バンドネオン＆ギター バンドネオン◎三浦一馬　ギター◎村治奏一

17年3月25日(土) 14:00 46 イル･デーヴ
テノール◎望月哲也、大槻孝志　バリトン◎青山貴

バスバリトン◎山下浩司　ピアノ◎河原忠之

16年5月21日(土) 14:00 1 平野啓一郎×山本貴志「わたしのショパン」 出演◎平野啓一郎(作家)、山本貴志(ピアニスト)　ナビゲーター◎浦久俊彦
全席指定

\3,500

16年9月2日(金) 19:00 2
江國香織×森丘ヒロキ×岸徹至

「本とわたしとジャズな夜」

出演◎江國香織(作家)、森丘ヒロキ(ジャズピアノ)、岸徹至(ベース)

ナビゲーター◎浦久俊彦

全席指定

\4,000

16年10月23日(日) 14:00 1 塚越慎子　マリンバ･リサイタル＆レクチャー マリンバ◎塚越慎子　ピアノ◎石黒唯久
全席指定

￥2,500

16年11月20日(日) 14:00 2
エフゲニー・ザラフィアンツ

ピアノ･リサイタル＆「ザラフィアンツの芸術」
ピアノ◎エフゲニー･ザラフィアンツ　ナビゲーター◎原口摩純

全席指定

￥3,500

17年1月28日(土) 14:00 3
寺神戸亮　バロック･ヴァイオリン

リサイタル＆レクチャー
バロック･ヴァイオリン◎寺神戸亮

全席指定

￥3,000

全席指定

\5,000
7月発売予定

　フィリア・トーク＆コンサートシリーズ2016《知って愉しむクラシック！》

7月発売予定

※情報は2016年3月現在のものになります。詳細は今後、随時広報物、ホームページ等で告知いたします。

日時・出演者・内容・チケット料金等、予告なく変更の可能性がございます。

　神奈川フィルの名手による室内楽シリーズ《名曲の午後》

14:00 4月発売予定

　土曜ティータイムコンサートシリーズ《音楽のある風景》

　フィリア・トーク＆コンサートシリーズ2016《本と音楽の素敵な出逢い》

好評発売中

　JUST ONE WORLDシリーズ《ただ一つの世界》

　フィリア・ハイムコンツェルトシリーズ2016《フランス×日本　室内楽の現在（いま）》　

19:00 好評発売中

　ウィークデーコンサートシリーズ《らん･らん･ランチにいい音楽》

11:30
全席指定

￥1,500

好評発売中

10月発売予定
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　土曜ソワレシリーズ《女神（ミューズ）との出逢い》

好評発売中

17:00

7月発売予定
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イベントタイトル 主な出演者 チケット料金 チケット発売

16年8月6日(土) 夏休みファミリー･コンサート2016
指揮◎橘 直貴

管弦楽◎慶應義塾ワグネル･ソサィエティー･オーケストラ

全席指定

\1,500
7月発売予定

16年12月17日(土) 親子のためのワンダー･キンダー･クリスマス･コンサート2016
構成･司会◎浅野高瑛

出演◎浅野高瑛とハートフル･フレンズ･チェンバー･アンサンブル

全席指定

\1,500
10月発売予定

17年1月14日(土) 『ニューイヤー・ガラ・コンチェルト』
ヴァイオリン◎漆原啓子　ピアノ◎福間洸太朗　ハープ◎山宮るり子

管弦楽◎N響メンバーによる室内オーケストラ

S \7,500

A \6,500
10月発売予定

16年12月25日(日) 『ピアノ･トリオの夕べ』宮田大・長原幸太・田村響 チェロ◎宮田大　ヴァイオリン◎長原幸太　ピアノ◎田村響 料金未定 7月発売予定

16年7月24日(日) マエストロの白熱教室2016 ～指揮者･広上淳一の音楽道場 指揮指導◎広上淳一　出演◎東京音楽大学学生
全席指定

\500
4/10発売予定

16年6月22日(水）

10月予定
よちよちおんがくワークショップ2016（6月期／10月期） 打楽器◎五田詩朗　他

1名につき

\500

4月／8月

申込開始予定

日程未定 よちよちおんがく教室2016 打楽器◎五田詩朗　他 未定 未定

16年8月5日(金) ホールへGO!まるごと一日体験デー 未定（楽しいイベントが盛りだくさん！） 未定 当日受付

17年3月予定 「未来にはばたくドリームコンサートVol.4」
講師◎トリオ海（チェロ◎海野幹雄　ピアノ◎海野春江　ヴァイオリン◎甲斐摩耶）

選抜された青少年との室内楽共演予定
未定 17年1月予定

16年4月28日(木)
カール＝ハインツ･シュッツ　フルート･リサイタル

主催：パシフィック･コンサート･マネジメント
フルート◎カール＝ハインツ･シュッツ　ピアノ◎長崎麻里香

全席指定

￥5,000

16年5月30日(月)
シャルル・リシャール＝アムラン　ピアノ・リサイタル

主催：日本アーティスト
ピアノ◎シャルル・リシャール＝アムラン

全席指定

￥4,500

16年6月17日(金)
アナ･ヴィドヴィチ　ギター･リサイタル

主催：メロス･アーツ･マネジメント
ギター◎アナ･ヴィドヴィチ

全席指定

￥3,500

16年6月25日(土)
チェコ･フィルハーモニー室内合奏団

主催：メロス･アーツ･マネジメント
弦楽◎チェコ･フィルハーモニー室内合奏団

全席指定

￥7,000

16年7月23日(土)
モナコ少年合唱団

主催：ムジカキアラ
児童合唱◎モナコ少年合唱団

一般\4,000

小中学生\1,500

16年7月30日(土)
ラディスラフ・コズデルカ　トランペット･リサイタル

主催：ハルモニアハウス
トランペット◎ラディスラフ・コズデルカ　ピアノ◎大室晃子

全席指定

￥4,000

16年9月22日

（木・祝）

ベルリン・フィルハーモニー弦楽五重奏団

主催：メロス･アーツ･マネジメント

第1ヴァイオリン◎トーマス・ティム　第2ヴァイオリン◎ロマーノ・トマシーニ

ヴィオラ◎ヴォルフガング・ターリツ　チェロ◎ダヴィッド・リニカー

コントラバス◎ヤーヌシュ・ヴィジク

全席指定

￥7,000

16年10月15日(土)
Concert for KIDS～0才からのクラシック®～

主催：Sony Music Foundation

ソプラノ◎鵜木絵里　テノール◎上原正敏

チェロ◎海野幹雄　ピアノ◎新居由佳梨

おとな\2,500

こども\1,500
未定

16年10月26日(水)
アンドレア・バッケッティ　ピアノ･リサイタル

主催：ヒラサ･オフィス
ピアノ◎アンドレア･バッケッティ

S \5,000

A \4,000

16年12月9日(金)

音楽が見える！in 青葉台

「モーツァルトは1日にして成らず -第1回-」

主催：弦楽四重奏を楽しむ会

出演◎古典四重奏団

（第1ヴァイオリン◎川原千真　第2ヴァイオリン◎花崎淳生

ヴィオラ◎三輪真樹　チェロ◎田崎瑞博）

全席指定

￥3,000

16年5月29日(日) 14:00 3 ブラームス＆クララ･シューマン～哀しみの間奏曲（インテルメッツォ）
S \5,000

A \4,000

16年8月28日(日) 14:00 4 リスト＆ショパン　パリ発、愛の夢
S \5,000

A \4,000

　フィリアホール共催コンサート《極上の「語り」と「音楽」で味わう午後》※主催：タッシ･アーツ

朗読◎松平定知、好本惠　ピアノ◎松本和将　 好評発売中

※情報は2016年3月現在のものになります。詳細は今後、随時広報物、ホームページ等で告知いたします。

日時・出演者・内容・チケット料金等、予告なく変更の可能性がございます。

●お申込み･お問合せ●

フィリアホールチケットセンター　045（982）9999　取扱時間（11:00～18:00）

http://www.philiahall.com/（24時間オンライン予約）　http://www.philiahall.com/mobile/（モバイルサイト）

青葉台東急スクエアSouth-1本館5階（東急田園都市線青葉台駅前）〒227-8555横浜市青葉区青葉台2-1-1

ホールに

パンフレットも

設置しております！

14:00

4/10発売予定
14:00

15:00

11:00

未定

7月発売予定

14:00

未定

　フィリアホール共催コンサート

19:00

好評発売中

19:00

15:00

15:00

　フィリアホール　エデュケーション＆コミュニティー・プログラム

13:00

1日3回

月1回×３回

11:00-16:00

　フィリアホール×青葉区民プレゼンツ　青少年育成企画

11:00 / 14:30

11:00 / 14:30

　ニュー･イヤー特別コンサート

15:00

　ホール連携プロジェクト

19:00
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　ファミリー･コンサート･シリーズ
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