
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 年 3 月 15 日 

■公演概要  
名 称  「みなとみらいランチタイムコンサート」 

会 場  横浜みなとみらいホール 大ホール ＊4/12 は小ホール 〒220-0012 横浜市西区みなとみらい 2-3-6 

日 時  2023 年 4 月 12 日（水）、6 月 15 日（木）、8 月 5 日（土）、10 月 3 日（火）、12 月 5 日（火）、 

2024 年 2 月 12 日（月休）各日 11:30 開演 ＊4/12 は 15:00 開演もあり（2 回公演）。 

料 金  全席指定 各回 1,800 円  ＊年間セット券（9,600 円）の販売は 3 月 12 日で終了しております。 

問合せ  横浜みなとみらいホールチケットセンター 

☎045(682)2000 ※10:00-17:00 (休館日・保守点検日除く) 

横浜みなとみらいホール 〒220-0012 横浜市西区みなとみらい 2-3-6 

電話：045(682)2020 ※平日 10:00-18:00（休館日・保守点検日を除く） E-mail：pr_mmh@yaf.or.jp 

広報担当：福岡綾子、伊藤啓太  事業担当：伊東亜紀子、白川美帆 

このプレスリリースに関するお問合せ 

※当事業の取材・情報掲載をお願い申し上げます。情報掲載の際はお手数ですが事前にご一報ください。 

横浜みなとみらいホールのお昼のコンサートシリーズがリニューアル！ 

「みなとみらいランチタイムコンサート」（全 6 回）を開催します。 

修了演奏会を開催します 

PRESS RELEASE 

横浜みなとみらいホールのお昼のコンサートシリーズが、4 月より新たにはじまります。 
11:30 から約 1 時間、音楽とともに贅沢なひとときをゆったりとお過ごしください。（4 月 12 日 

公演は小ホール開催のため、同プログラムで 15:00 開演もあり） 
開放的でありながら一体感を感じられる大ホールと繊細な響きが広がる親密な小ホール、それ
ぞれの空間にぜひ身をゆだねてお聴きください。 

この事業の注目ポイント 
■多彩なラインアップ 

弦楽器・管楽器・ピアノ・声楽と様々なジャンルを揃えました。協奏曲を室内楽版でお届けする公演や、
ジャズの熱きセッション、2 台ピアノの壮大な音楽、バロック楽器によるアンサンブルで楽しむ歌、5 種
類の管楽器が楽しめる六重奏、ヴァイオリン＆ピアノのデュオといった、多彩なラインアップをお楽し
みいただけます。 

■平日も休日も、街と音楽を気軽に楽しんで 
多くの方にご来場いただけるよう、平日だけでなく土曜・休日での開催日もあります。お誘いあわせの
うえ、お越しください。近隣の横浜ロイヤルパークホテル、横浜ベイホテル東急では、当日ご来場者へ
のサービスも実施しています（当日のプログラム提示で、ご飲食等の割引あり）。 

左から ♦4/12 周防亮介（ヴァイオリン）©JUNICHIRO MATSUO  
♦6/15 中川英二郎（トロンボーン）©Simon Yu、塩谷 哲（ピアノ） 
♦8/5 アン･セット･シス（ピアノ: 山中惇史、高橋優介）©Takafumi Ueno ♦10/3 加耒 徹（バリトン）  
♦12/5 東京六人組：上野由恵（フルート）、荒 絵理子（オーボエ）、金子 平（クラリネット）、福士マリ子（ファゴット）、 

福川伸陽（ホルン）、三浦友理枝（ピアノ）  
♦2024.2/12 辻 彩奈（ヴァイオリン）©Makoto Kamiya、萩原麻未（ピアノ）©Marco Borggreve 



主催  横浜みなとみらいホール（公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団）

周防亮介（ヴァイオリン） 
日本フィルハーモニー交響楽団メンバー
ヴァイオリン：田野倉雅秋、末廣紗弓   ヴィオラ：小中澤基道
チェロ：大澤哲弥   コントラバス：宮坂典幸

中川英二郎（トロンボーン）
塩谷 哲（ピアノ）  

2023年4月12日（水）
11:30開演（11:00開場）
15:00開演（14:30開場） 
※各回60分予定、休憩無し

6月15日（木）
俊英ソリストと
日本フィルメンバーが贈る
室内楽で聴く協奏曲の愉しみ

横浜みなとみらいホールの
お昼のコンサートシリーズが
リニューアル！

パガニーニ：ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 op.6  他
※各回、同プログラム

中川英二郎：Trisense
中川英二郎：Secret Gate
塩谷 哲：Spanish Waltz　他

● WEBフレンズ先行 1月14日（土）
● インターネット先行 1月17日（火）
● 一般発売  1月21日（土）

● WEBフレンズ先行 2月15日（水）
● インターネット先行 2月18日（土）
● 一般発売  2月22日（水）

加耒 徹（バリトン） 
宮地江奈（ソプラノ）
プロムジカ使節団
（古楽オーケストラ）  

10月3日（火）
“馴染みのある名アリア”と
“バッハの教会音楽の真髄”を
バロック楽器とともに

ヘンデル：歌劇『セルセ』より「オンブラ・マイ・フ」　
モーツァルト：歌劇『ドン・ジョヴァンニ』より
  「セレナーデ」「手を取り合って」
  「シャンパンの歌」
J.S.バッハ：カンタータ第57番
 『その人は幸いなり』（全曲）　他
● WEBフレンズ先行 6月7日（水）
● インターネット先行 6月10日（土）
● 一般発売 6月14日（水）

● WEBフレンズ先行 7月28日（金） 
● インターネット先行 7月31日（月）
● 一般発売 8月4日（金）

辻 彩奈（ヴァイオリン） 
萩原麻未（ピアノ）

2024年2月12日（月・休）
今をときめくデュオが贈る
色彩感あふれるフランス音楽の世界

フォーレ：ロマンス op.28
フォーレ：ヴァイオリン・ソナタ 第1番 イ長調 op.13
フランク：ヴァイオリン・ソナタ イ長調
● WEBフレンズ先行  9月25日（月）
● インターネット先行 9月28日（木）
● 一般発売  10月2日（月）

東京六人組
上野由恵（フルート） 荒 絵理子（オーボエ）　
金子 平（クラリネット） 福士マリ子（ファゴット）
福川伸陽（ホルン） 三浦友理枝（ピアノ）

12月5日（火）
6人とは思えない迫力あるサウンドと
息のあったアンサンブルで魅せる多彩な音色

ブラームス（岩岡一志 編）：ハンガリー舞曲より 第1番、第5番、第6番　　
磯部周平：きらきら星変装曲　プーランク：六重奏曲より第一楽章
ラヴェル（川島素晴 編）：ボレロ

アン・セット・シス
（ピアノ：山中惇史、高橋優介） 

8月5日（土）

モーツァルト：アンダンテと5つの変奏曲 ト長調 K.501　
レスピーギ（山中惇史、高橋優介 編）：ローマの松　
J.ウィリアムズ（山中惇史 編）：『フック』ネバーランドへの飛行　
J.ウィリアムズ（山中惇史 編）：『ジュラシック・パーク』エンド・クレジット

● WEBフレンズ先行 3月31日（金） 
● インターネット先行 4月3日（月） 
● 一般発売 4月7日（金）

全席指定 各回1,800円  年間セット券 9,600円 
※年間セット券［一般発売1月12日（木）］は、横浜みなとみらいホールチケットセンター電話及び窓口のみ取扱い

11:30開演（10:50開場）
※60分予定、休憩無し

11:30開演（10:50開場）
※60分予定、休憩無し

11:30開演（10:50開場）※60分予定、休憩無し

11:30開演（10:50開場）※60分予定、休憩無し 11:30開演（10:50開場）
※60分予定、休憩無し

お問合せ
横浜みなとみらいホール 
チケットセンター 
（電話10:00～17:00／窓口11:00～19:00　休館日・保守点検日を除く）

045-682-2000

小
ホール 大

ホール

大
ホール

大
ホール

大
ホール

大
ホール

ⒸJUNiCHIRO MATSUO

ⒸSimon Yu

ⒸAyane ShindoⒸTakafumiUeno

ⒸMakoto Kamiya ⒸMarco Borggreve

卓越したテクニックと
圧巻のパフォーマンスで
繰り広げる熱いセッション！

クラシックの名曲から映画音楽まで
2台ピアノで奏でる創造性豊かな音の世界


