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2012年 9月 13日 

報道関係各位 

株式会社朝日新聞社 

株式会社朝日ビルディング 

フェスティバルホール 

フェスティバルホール 2013 年 4 月 10 日(水)オープン 

オープニング・ラインアップ詳細決定 

こけら落とし公演「フェニーチェ歌劇場」他 10 月チケット発売開始 

 

2013年 4月 10日(水)に開業するフェスティバルホールのオープニング・シリーズについて、

公演ラインアップの詳細とチケットの発売内容が決まりました。 

こけら落とし公演には、イタリアの名門オペラハウス「フェニーチェ歌劇場」を招きます。 

同公演は 51回を数える「大阪国際フェスティバル」（P.3に注）の開幕ともなります。 

10 日は、「椿姫」「ラ・ボエーム」「蝶々夫人」などイタリア・オペラの名曲を集めたガラ・コンサ

ート。翌 11日は、イタリアの作曲家ヴェルディ生誕 200年を記念し同歌劇場が新制作する、晩

年の最高傑作、歌劇「オテロ」を上演します。この作品は、今年 11 月にヴェネチアで上演され、

同歌劇場以外で演じられるのはフェスティバルホールが初めてとなります。13 日の特別コンサ

ートは、ヴェルディが同歌劇場で初演した中期の傑作「リゴレット」第3幕と「椿姫」第2幕のハイ

ライトを演奏会形式で上演します。指揮は国際舞台で活躍するチョン・ミョンフン。彼が日本で

本格的な海外オペラ公演を指揮するのは極めてまれで貴重な機会です。 

     
フェニーチェ歌劇場内観                      指揮：チョン・ミョンフン 

フェニーチェ歌劇場に続き、4 月 16 日はロリン・マゼール指揮のドイツの名門オーケストラ、

ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団、4月 26日は大植英次指揮の大阪フィルハーモニー

交響楽団が登場。また、第 51 回大阪国際フェスティバル提携公演として、佐渡裕指揮ＢＢＣ

フィルハーモニック（ピアノ：辻井伸行）もオープニングに華を添え、4 月は新しいホール

の門出にふさわしい音の”響演”が繰り広げられます。 

 

これら公演のチケットは、フェスティバルホール・クラブ会員に入会またはオンライン会員に

登録することにより、10月の一般発売に先駆けて、お買い求めいただけます。 
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各公演の詳細は、次のとおりです。 

 

□第 51 回大阪国際フェスティバル 

  主催：朝日新聞文化財団、大阪国際フェスティバル協会、朝日新聞社 

 

 フェニーチェ歌劇場 

ガラ・コンサート 4月 10日（水）19:00開演 

指揮：チョン・ミョンフン フェニーチェ歌劇場管弦楽団・合唱団 

曲目・ソリストは近日発表。 

Ｓ18,000円 Ａ15,000円 Ｂ12,000円 Ｃ9,000円 Ｄ6,000円 ＢＯＸ22,000円 

バルコニーＢＯＸ（2席セット）36,000円 

歌劇「オテロ」  4月 11日（木）18：30開演 

指揮：チョン・ミョンフン 演出：フランチェスコ・ミケーリ 

出演：グレゴリー・クンデ（オテロ）、リア・クロチェット（デズデーモナ）、 

ルーチョ・ガッロ（ヤーゴ）他 フェニーチェ歌劇場管弦楽団・合唱団 

Ｓ45,000円 Ａ39,000円 Ｂ33,000円 Ｃ27,000円 Ｄ21,000円 Ｅ15,000円 

ＢＯＸ52,000円 バルコニーＢＯＸ（2席セット）90,000円 

特別コンサート 4月 13日（土）14:30開演 

指揮：チョン・ミョンフン フェニーチェ歌劇場管弦楽団・合唱団 

ソリストは近日発表。 

Ｓ18,000円 Ａ15,000円 Ｂ12,000円 Ｃ9,000円 Ｄ6,000円  

ＢＯＸ22,000円 バルコニーＢＯＸ（2席セット）36,000円 

後援：外務省、イタリア大使館、イタリア文化会館 

特別協賛：大和ハウス工業株式会社 

協賛：NTT西日本、きんでん、三精輸送機、THE HILTON PLAZA、住友電気工業、

竹中工務店、ダイキン工業、森下仁丹 

特別協力：朝日放送 

協力：アリタリア・イタリア航空、フェスティバルホール 

 

フェニーチェ歌劇場日本公演 2013ホームページ 

http://www.asahi.com/fenice2013/ 

 

ロリン・マゼール指揮 ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団 

4月 16日（火）19：00開演 

曲目：ワーグナー：歌劇「タンホイザー」序曲～ヴェヌスベルクの音楽（パリ版） 

           ：楽劇「トリスタンとイゾルデ」より前奏曲と愛の死 

    ブルックナー：交響曲：第 3番 ニ短調 

Ｓ22,000円 Ａ19,000円 Ｂ16,000円 Ｃ13,000円 Ｄ9,000円 

ＢＯＸ27,000円 バルコニーＢＯＸ（2席セット）44,000円 
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後援：外務省、ドイツ連邦共和国総領事館 

特別協賛：ビー・エム・ダブリュー株式会社 

協賛：カネカ、京阪電気鉄道、TOTO 

特別協力：朝日放送 

協力：フェスティバルホール 

 

大植英次指揮 大阪フィルハーモニー交響楽団 

独唱：スザンネ・ベルンハート（ソプラノ）、アネリー・ペーボ（アルト） 

4月 26日（金）19：00開演 

曲目：マーラー：交響曲第 2番ハ短調「復活」 

Ｓ7,500円 Ａ6,000円 Ｂ5,000円 Ｃ4,000円  

ＢＯＸ10,000円 バルコニーＢＯＸ（2席セット）15,000円 

協賛：朝日放送、コトブキシーティング、サントリーホールディングス、住友電気工業、 

  高砂熱学工業、トーエネック 

協力：大阪フィルハーモニー協会、フェスティバルホール 
 

 上記公演のチケット発売日は、10 月 6日（土）10時～  

 

 ～第 51回大阪国際フェスティバル提携公演～ 

佐渡裕指揮 ＢＢＣフィルハーモニック 辻井伸行［ピアノ］ 

4月 17日（水）19：00開演＜プログラムＡ＞ 

曲目：メンデルスゾーン：序曲「真夏の夜の夢」 作品 21 

ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第 2番ハ短調 作品 18 

ベルリオーズ：幻想交響曲 作品 14 

4月 18日（木）19：00開演＜プログラムＢ＞ 

曲目：ブリテン：4つの海の間奏曲 作品 33a 

    チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第 1番変ロ短調 作品 23 

ドヴォルザーク：交響曲第 9番「新世界より」ホ短調 作品 95 

Ｓ19,000円 Ａ16,000円 Ｂ13,000円 Ｃ10,000円 Ｄ7,000円  

ＢＯＸ23,000円 バルコニーＢＯＸ（2席セット）38,000円 

主催：朝日放送 

共催：朝日新聞文化財団、大阪国際フェスティバル協会、朝日新聞社 

協力：フェスティバルホール 

 

 チケット発売日 10月 28日（日）10時～   

（注） 大阪国際フェスティバル  １９５８年、旧フェスティバルホールのオープンとともに始まった

音楽祭。2008 年までに 50 回開催し、カラヤン、バーンスタイン、ベルリン・フィル、ウィーン・

フィル、ウィーン国立歌劇場、ミラノ・スカラ座などが登場、国内外で高い評価を得ました。

2013年 4月、フェスティバルホールのオープンに合わせ、第 51回として開催します。 
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□2013 年度フェスティバルホールの主なラインアップ 

大阪国際フェスティバルに続き、オープニングには、ジャンルを問わず国内外の著名な

アーチストをラインアップしています。バレエでは熊川哲也のＫ-ＢＡＬＬＥＴ、狂言の野村萬斎、

ポップスでは、旧ホールで最多公演回数（202回）を誇るさだまさしをはじめ、谷村新司、南

こうせつらビッグ・アーチストが続々と登場いたします。 

9 月には、新演出となるミュージカル「レ・ミゼラブル」、10 月には、旧ホールのこけら落と

し公演で登場したニューヨーク・シティ・バレエ、11 月にはクリスティアン・ティーレマン指揮

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団など大型公演が続いていきます。 

このほか出演が予定されているアーチストは以下の通りです。（順不同） 

5 月 キース・ジャレット 

矢野顕子 

佐野元春 

6 月 綾戸智恵 

ハンガリー国立歌劇場～椿姫 

ＴＨＥ ＡＬＦＥＥ 

モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団 

指揮：ユーリ・シモノフ ピアノ：イングリット・フジコ・へミング 

7 月 髙橋真梨子 

    郷ひろみ 

    沢田研二 

8 月 小林研一郎指揮大阪フィルハーモニー交響楽団＜3大交響曲の夕べ＞ 

10 月 布施明 

 

□フェスティバルホール・クラブでチケット優先予約 

現在募集中の会員組織「フェスティバルホール・

クラブ」では、フェスティバルホール主催公演や大阪

国際フェスティバルのチケットの優先予約、一部公演の

料金優待、フェスティバルホール・ニュース（年4回）の送

付などの特典があります（年会費は税込み 3,000 円）。 

フ ェ ス テ ィ バ ル ホ ー ル の WEB サ イ ト

（http://www.festivalhall.jp）にて、同クラブの入会

やチケットの優先販売を受け付けていきます。 

ホームページからお申し込みいただくと、初年度年会費が無料となります。 

以上 

 

【お問い合わせ先】 

▽フェスティバルホール  TEL. 06-6231-2221（受付時間： 10：00～18：00） 

  

見 本 

 

フェスティバルホール・クラブ会員カード 

http://www.festivalhall.jp/
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資料 1 フェスティバルホールについて 

1958年に開館した旧ホールは、「天井から音が降る」と称されたその音響特性ともあいま

って、国内有数の音楽ホールとして知られ、閉館までの50年間に4,000万人が訪れました。

生まれ変わるフェスティバルホールは、明瞭な音の響きや幅 30メートルの広い舞台間口など

旧ホールの特徴を継承しつつ、最新設備を備えたあらゆるジャンルに対応する「音楽の殿堂」

として新しいスタートを切ります。 

 

フェスティバルホール 完成予想パース 

□2,700 の客席 

新ホールは、中之島フェスティバルタワーの 2 階から 7 階に位置し、客席は旧ホールと

同じ 2,700 席（1～3 階席）です。座席も一回り大きくし、前後間隔も 4 センチ広げ、ゆとりあ

る鑑賞空間を実現します。また、舞台間口は、これまでの固定式から、30～25 メートルの

可動式となります。さらに舞台の奥行きや袖舞台の幅を広げることで、総面積は 1,580 平方

メートルへと倍増、大道具などを吊るバトンも、これまでの 33 本から 54 本になり、オペラ

やミュージカルなどより複雑で迫力ある演出が可能となります。 

 

□最新の防振・遮音構造 

ホールの入る中之島フェスティバルタワーは地下鉄四つ橋線・肥後橋駅と京阪電鉄中之島

線・渡辺橋駅に直結しています。鉄道の振動や騒音を遮断するため、ビルの壁の中にホー

ルを設ける「浮き構造」を取り入れ、ビル本体とホール天井、床、壁の間にゴムを挟みました。

ロックコンサートなど、ホール内の音が、オフィス部分や外へ漏れることも防ぎます。 
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また、舞台照明や美術道具などの搬出入でも、荷さばき場に 11 トン車 3 台が停車できる

ほか、11 トン車の荷台にほぼ等しい大きさの大型エレベーターが舞台袖まで直行します。 

 

□重厚なメーンホワイエ 

 

4層吹き抜けのメーンホワイエ（5階）は、ビル外

壁を彩るレンガを内装に使い、旧ホールの重厚さ

を引き継ぎました。同時に赤じゅうたん、LED を用

いた照明で音楽ホールならではの華麗な非日常

を演出します。ホール入口がある 2階にはレストラ

ンが入り、演奏会の前後に落ち着いて食事が出

来る空間となります。 

   

メーンホワイエ パース  エントランス大階段 パース 

 

□女性トイレは 3 倍に 

旧ホールは、ほかの多くのホールと同様、女性客の多い公演のときは、幕間に長い行列

ができました。新ホールは女性の個室トイレを 3 倍近く（125）に増やしました。車椅子で来

られても、エレベーターで移動が可能で、車椅子対応の客席も増やしました。 

以上 
 

 


