
※本パスポートではパシフィックフィルハーモニア東京および日本センチュリー交響楽団でご使用いただけます。　※本パスポートは25歳以下の学生様本人に限りご利用いただけます。　※本パスポートで公演をご鑑
賞になるには毎回事前にお席のご予約が必要です。ご予約がない場合当日はご鑑賞いただけない可能性がございます。　※各公演限定100席になります。また、座席指定はできません。

●お申し込み・お問い合わせ（平日10-18時）・・・・パシフィックフィルハーモニア東京：03-6206-7353　日本センチュリー交響楽団：06-6848-3311
●対象公演は両楽団のWEBサイトをご確認ください

ppt.or.jp
パシフィックフィルハーモニア東京

century-orchestra.jp
日本センチュリー交響楽団

公演のご予約
観覧希望の公演をお電話で
ご予約ください。

ご予約は主催楽団の電話窓口に
て、承ります。予約開始日は本紙裏
面をご覧ください。

公演を で!¥5,00034
学生年間パスポート

2023-2024 SEASON
パシフィックフィルハーモニア東京の15公演＆日本センチュリー交響楽団の19公演が
なんと¥5,000で聴き放題!クラシックファンの学生の皆様、ぜひお申し込みください!!

RESERVE

発行
パスポート発行のお申し込み
はお電話にて承ります。
下記に記載の各楽団窓口
までお電話ください。
発行したパスポートは初回ご来場
時に会場でお渡しいたします。

PASSPORT

NEW!!
公演当日
チケットは公演当日に会場で
お渡しいたします。
窓口で学生証とパスポートを
ご提示ください。TICKET

PASS
POR

T
学生証

STUDENT PASSPORT2023-2024

初回のみ学生パスポートの発行
費（¥5,000）が必要となります。

●最新情報はTwitterをCHECK!

パシフィックフィルハーモニア東京… 日本センチュリー交響楽団…



［対象公演］パシフィックフィルハーモニア東京

各公演の詳しい情報はWEBで century-orchestra.jp日本センチュリー交響楽団

各公演の詳しい情報はWEBで ppt.or.jpパシフィックフィルハーモニア東京

-

ピアノ：谷昴登

ピアノ：小井土文哉

ピアノ：松田華音

チェロ：アントニオ・メネセス

ピアノ：小菅優

チェロ：宮田大

-

ヴァイオリン：佐藤俊介

ヴァイオリン：三浦文彰

ピアノ：牛田智大

-

-

ピアノ：小林愛実

ピアノ：務川慧悟

ヴィオラ：ナディア・シロタ

ヴァイオリン：三浦文彰

-

チェロ：宮田大

ヴァイオリン：辻彩奈

バセットホルン：持丸秀一郎 

チェロ：佐藤晴真

ギター：朴葵姫

ヴァイオリン：小栗まち絵

ピアノ：菊池洋子

ピアノ：亀井聖矢

ピアノ：久末航

5/27［土］14時

6/11［日］14時

8/20［日］14時

9/9［土］14時

10/4［水］19時

11/11［土］14時

2024/1/27［土］14時

2024/3/2［土］14時

7/2［日］14時

10/1［日］14時

2024/2/17［土］14時

6/24［土］14時

4/15［土］14時

11/1［水］14時

12/2［土］14時

第156回定期演奏会

第157回定期演奏会

第158回定期演奏会

第159回定期演奏会

第160回定期演奏会

第161回定期演奏会

第162回定期演奏会

第163回定期演奏会

第1回東京オペラシティ定期演奏会

第2回東京オペラシティ定期演奏会

第3回東京オペラシティ定期演奏会

第6回練馬定期演奏会

第1回名曲シリーズ

第2回名曲シリーズ

特別演奏会「第九」

4/20［木］19時

5/26［金］19時

6/10［土］14時

9/22［金］19時

10/13［金］19時

11/24［金］19時

2024/1/12［金］19時

2024/2/9［金］19時

2024/3/15［金］19時

5/18［木］19時

8/4［金］19時

12/14［木］19時

2024/3/1［金］19時

6/17［土］15時

9/16［土］15時

12/9［土］15時

2024/3/30［土］15時

10/1［日］15時

2024/1/28［日］15時

第272回定期演奏会

第273回定期演奏会

第274回定期演奏会

第275回定期演奏会

第276回定期演奏会

第277回定期演奏会

第278回定期演奏会

第279回定期演奏会

第280回定期演奏会

ハイドンマラソンHM.31

ハイドンマラソンHM.32

ハイドンマラソンHM.33

ハイドンマラソンHM.34

豊中名曲Vol.26

豊中名曲Vol.27

豊中名曲Vol.28

豊中名曲Vol.29

三重特別演奏会

びわ湖定期公演 Vol.16

モーツァルト：交響曲第7番a ト長調 「旧ランバッハ」 K. Anh. 221
ベートーヴェン：交響曲第9番 ニ短調 作品125「合唱付き」

未定

グリンカ：歌劇「ルスランとリュドミラ」作品5より“序曲”／ボロディン：交響詩「中央アジア
の草原にて」／ボロディン：歌劇「イーゴリ公」より “ポロヴェツ人の踊り” だったん人（ポ
ロヴェツ人）／チャイコフスキ－：交響曲第４番 ヘ短調 作品36

ブラームス：ハンガリー舞曲第1番、第5番、第6番／シューマン：ピアノ協奏曲 イ短調 作品54
／モーツァルト：歌劇「ドン・ジョヴァンニ」K.527 より“序曲”／ビゼー：カルメン組曲第1番／
マスカーニ：歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より“間奏曲”／ビゼー：カルメン組曲第2番

ベートーヴェン：交響曲第1番 ハ長調 作品21
ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲第1番 ト短調 作品26
フェルディナント・リース：交響曲第1番 ニ長調 作品23

メンデルスゾーン：交響曲第4番 イ長調 作品90 《イタリア》
シューマン：ヴァイオリン協奏曲 ニ短調
シューマン：交響曲第4番 ニ短調 作品120（1841年原典版）

ヴォーン・ウィリアムズ：トマス・タリスの主題による幻想曲
ディーリアス：歌劇「村のロメオとジュリエット」より“楽園への道”
エルガー：交響曲第1番 変イ長調 作品55

ヘレン・グライム：ニア・ミッドナイト（日本初演）
チャイコフスキー：ロココ風の主題による変奏曲 イ長調 作品33
ウォルトン：交響曲第1番

西村朗：新曲《ピアノ協奏曲》(2023年度委嘱作品)
ブルックナー：交響曲第7番 ホ長調

ドヴォルザーク：チェロ協奏曲 ロ短調 作品104
ファリャ：バレエ音楽 「三角帽子」第1組曲＆第2組曲

越天楽 (近衛秀麿による管弦楽版)
ショパン：ピアノ協奏曲第1番 ホ短調 作品11 (近衛秀麿編曲)
ムソルグスキー：組曲「展覧会の絵」 (近衛秀麿編曲)

ラーション：田園組曲  作品19
グリーグ：ピアノ協奏曲 イ短調 作品16
チャイコフスキー：交響曲第5番 ホ短調 作品64

ブラ－ムス：ピアノ協奏曲第2番変ロ長調 作品83
R.シュトラウス：交響的幻想曲「イタリアより」 作品16

J.アダムズ：Must the Devil Have All the Good Tunes?
R.シュトラウス：アルプス交響曲 作品64

シューベルト：交響曲第5番 変ロ長調
シューベルト：交響曲第9番 ハ長調 「ザ・グレート」

ウェーバー：歌劇「オベロン」序曲
ベートーヴェン：ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15
メンデルスゾーン：交響曲 第3番 イ短調 作品56「スコットランド」

ヘンデル：ハープ協奏曲 変ロ長調 HWV 294
モーツァルト：2台のピアノのための協奏曲 変ホ長調 K. 365（ハープ2台のための編曲版）
ビゼー：アルルの女　第1組曲、第2組曲

ホルスト：日本組曲 作品33
プロコフィエフ：ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 作品26
チャイコフスキー：交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

シューマン：ピアノ協奏曲 イ短調 作品54
ブラームス：交響曲 第1番 ハ短調 作品68

メンデルスゾーン：「フィンガルの洞窟」序曲 作品26
メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64
メンデルスゾーン：交響曲 第3番 イ短調 作品56「スコットランド」

坂東祐大：ギター協奏曲（仮題／新曲委嘱）
ドヴォルザーク：交響曲 第9番 ホ短調 作品95「新世界より」

ハイドン：交響曲 第80番  ニ短調 Hob. I:80
チャイコフスキー：ロココの主題による変奏曲 イ長調 作品33
ハイドン：交響曲 第102番  変ロ長調 Hob. I:102

ハイドン：交響曲 第63番 ハ長調 Hob. I:63「ラ・ロクスラーヌ」
シュターミッツ：バセットホルン協奏曲 変ロ長調
ハイドン：交響曲 第98番 変ロ長調  Hob. I:98

ハイドン：交響曲 第55番 変ホ長調  Hob.  I:55「校長先生」
モーツァルト：フルートとハープのための協奏曲 ハ長調 K. 299
ハイドン：交響曲 第29番 ホ長調 Hob. I:29

ハイドン：交響曲 第25番 ハ長調 Hob. I:25／バッハ：ヴァイオリン協奏曲 第1番 イ短調 
BWV 1041／ハイドン：交響曲 第32番 ハ長調 Hob. I:32／ハイドン：交響曲 第49番 
ヘ短調 Hob. I:49「受難」

メシアン：忘れられた捧げもの
矢代秋雄：チェロ協奏曲
サン＝サーンス：交響曲 第3番 ハ短調 作品78「オルガン付き」

ドビュッシー：小組曲
ドビュッシー：交響詩「海」
ムソルグスキー（ラヴェル編曲）：展覧会の絵

ショスタコーヴィチ：ヴァイオリン協奏曲 第1番 イ短調 作品77
ブルックナー：交響曲 第3番 ニ短調 WAB 103「ワーグナー」（1878年ノヴァーク版第1稿）

ベートーヴェン：交響曲 第4番 変ロ長調 作品60
R.シュトラウス：交響詩「ドン・キホーテ」作品35

シューマン：交響曲 第4番 ニ短調 作品120
久石譲：Viola Saga
ベートーヴェン：交響曲 第5番 ハ短調 作品67「運命」

G.カンチェリ：タンゴの代わりに／ヴィトマン：ヴァイオリン協奏曲 第1番／G.カンチェリ：
弦楽オーケストラ、ピアノとパーカッションのための「SIO」／シベリウス：交響曲 第7番 
ハ長調 作品105

J.アダムズ：Must the Devil Have All the Good Tunes?
R.シュトラウス：アルプス交響曲 作品64

イベール：ディヴェルティメント
プロコフィエフ：ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 作品16
ドヴォルザーク：交響曲 第6番 ニ長調 作品60 B. 112

モーツァルト：ピアノ協奏曲第9番 変ホ長調 K. 271「ジュノム」
ベートーヴェン（近衛秀麿編曲）：交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

公演日/開演/予約開始日 指揮者 曲目公演名 ソリスト

［対象公演］日本センチュリー交響楽団
公演日/開演/予約開始日 指揮者 曲目公演名 ソリスト

ピアノ：角野隼斗
合同演奏：日本センチュリー交響楽団

ソプラノ：森麻季、メゾ・ソプラノ：富岡明子
テノール：望月哲也、バリトン：大西宇宙

ピアノ：角野隼斗 
合同演奏：パシフィックフィルハーモニア東京

ハープ：吉野直子
ハープ：マリー＝ピエール・ラングラメ

フルート：永江真由子 
ハープ：篠﨑和子

チェロ：アントニオ・メネセス 
ヴィオラ：須田祥子

ヴァイオリン：神尾真由子 
ピアノ：高橋優介

※各公演、ご予約が１００席に達し次第受付終了となります。

外山雄三

飯森範親

グイド・マリア・グイダ

オーラ・ルードナー

飯森範親

園田隆一郎

飯森範親

ステファン・アズベリー

尾高忠明

鈴木秀美

飯森範親

飯森範親

太田弦

汐澤安彦

飯森範親

秋山和慶

出口大地

飯森範親

飯森範親

久石譲

秋山和慶

飯森範親

久石譲

鈴木優人

飯森範親

飯森範親

飯森範親

飯森範親

太田弦

延原武春

阪哲朗

秋山和慶

飯森範親

秋山和慶

予約開始日：2/14［火］

2/28［火］

5/23［火］

6/6［火］

6/27［火］

8/8［火］

10/20［金］

12/5［火］

3/31［金］

6/23［金］

11/21［火］

3/20［月］

1/27［金］

8/4［金］

8/29［火］

予約開始日：1/23［月］

1/23［月］

2/27［月］

4/28［金］

4/28［金］

7/28［金］

10/2［月］

10/23［月］

12/4［月］

2/2［木］

4/10［月］

8/14［月］

11/8［水］

2/22［水］

5/24［水］

8/16［水］

12/13［水］

7/18［火］

10/10［火］


