
東京二期会 2021-2022シーズン
オペラ・セット券のごあんない
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2021年9月 モーツァルト『魔笛』
リンツ州立劇場との共同制作公演 （宮本亞門演出）

2022年7月 ワーグナー『パルジファル』
フランス国立ラン歌劇場との共同制作公演 （宮本亞門演出）

2021年11月 J.シュトラウスII世『こうもり』
ベルリン・コーミッシェ・オーパーとの提携公演 （アンドレアス・ホモキ演出）
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シーズン特別協賛企業



2021 年9 月

2021 年11 月

2022 年2 月

2022 年4 月

2022 年7 月

8日(水)／9日(木)／11日(土)／12日(日)　 東京文化会館 大ホール

25日(木)／26日(金)／27日(土)／28日(日)　日生劇場

9日(水)／11日(金・祝)／12日(土)／13日(日)　 東京文化会館 大ホール

23日(土)／24日(日)　Bunkamuraオーチャードホール

13日(水)／14日(木)／16日(土)／17日(日)  東京

NISSAY OPERA 2021 提携
ベルリン・コーミッシェ・オーパーとの提携公演
≪東京二期会オペラ劇場≫

ボン歌劇場との共同制作
≪東京二期会オペラ劇場≫

≪東京二期会コンチェルタンテ・シリーズ≫

フランス国立ラン歌劇場との共同制作
≪東京二期会オペラ劇場≫

指揮：リオネル・ブランギエ

管弦楽：読売日本交響楽団／合唱：二期会合唱団

指揮：川瀬賢太郎

管弦楽：東京交響楽団／合唱：二期会合唱団

共催：公益財団法人ニッセイ文化振興財団［日生劇場］

指揮：アレホ・ペレス

管弦楽：新日本フィルハーモニー交響楽団／合唱：二期会合唱団

指揮：アンドレア・バッティストーニ

管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団／合唱：二期会合唱団

指揮：セバスティアン・ヴァイグレ

管弦楽：読売日本交響楽団／合唱：二期会合唱団

2021-2022シーズン オペラ・セット券
二期会創立70周年記念シリーズ開催 今年も3種類を発売！

日本とオーストリアを熱狂の渦に巻き込んだ、宮本亞門『魔笛』が待望の再演！
欧米の楽団を席捲する俊英リオネル・ブランギエが日本オペラデビュー

演出：宮本亞門

W.A.モーツァルト『魔笛』

J.シュトラウスII世『こうもり』

R.シュトラウス『影のない女』

G.プッチーニ『エドガール』

R.ワーグナー『パルジファル』

台詞は日本語、歌はドイツ語！
世界的演出家アンドレアス・ホモキの舞台で贈るオペレッタの金字塔

演出：アンドレアス・ホモキ

演出：ペーター・コンヴィチュニー

新制作

新制作

“もうひとつの『魔笛』”と呼ばれる20世紀のファンタスティック・オペラ
東京から始まる、巨匠ペーター・コンヴィチュニー演出の最新章

若きプッチーニの歌が充溢する知られざる名曲の数々…
イタリアオペラ界の英雄アンドレア・バッティストーニが指揮！

フランスが賞賛した宮本亞門演出ワーグナー畢生の大作
ヴァイグレ＆読響の最高の布陣で贈るジャパン・プレミエ！

オペラ全2幕

オペレッタ全3幕

オペラ全3幕

オペラ全3幕

オペラ全3幕

演出：宮本亞門

《 2021年2月1日（月）から 3月13日（土）までの 期間限定発売！》

多くのみなさまにシーズンを通して東京二期会のオペラ公演をお楽しみいただけるよう、
今年もオペラ・セット券を期間限定で発売いたします。

昨年、ご好評いただきました、「プレミエ・セット」「千秋楽セット」および
お求めやすい「オペラ・フレンドパック」の3種類を今年もご用意いたしました。

各公演の最新情報は東京二期会ウェブサイトにて順次発表いたします。  　　▶ ▶ ▶ ▶　  http://www.nikikai.net/

リンツ州立劇場との共同制作
≪東京二期会オペラ劇場≫

＜セミ・ステージ形式上演＞
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R.Strauss Die Frau ohne Schatten

◆プレミエ・セット券（PS）
全演目の初日公演のS席セット

◆千秋楽セット券（FS）
全演目の千秋楽公演のS席セット

◆オペラ・フレンドパック（FP）
全演目のプレミエ公演または千秋楽公演
（公演毎に選べます）のB～C席相当のセット

Friendly

9 月8 日（水）
18:30開演

9 月12 日（日）
14:00開演

11 月25 日（木）
18:30開演

11 月28 日（日）
14:00開演

2 月9 日（水）
18:00開演

2 月13 日（日）
13:00開演

4 月23 日（土）
17:00開演

4 月24 日（日）
14:00開演

7 月13 日（水）
17:00開演

7 月17 日（日）
14:00開演

税込セット価格¥50,000- 税込セット価格¥55,000- 税込セット価格¥30,000-

ゴージャスにオペラを満喫！
全演目の最上席（S席）からお好みの座席をいち早く、最安でお求めいただけます。

W.A.Mozart Die Zauberflöte

J.Strauss Die Fledermaus

G.PucciniEdgar

R.WagnerParsifal

もっと気軽に、もっとお得に
オペラを楽しみたい！

（定価70,000円相当） （定価72,000円相当） （定価39,000円相当）

大好評！

◆通常発売日
　一般発売：2021年4月10日（土）～
　二期会オペラ愛好会先行：3月27日（土）～

Premiere Final

◆通常発売予定日
　一般発売：2021年7月3日（土）～
　二期会オペラ愛好会先行：6月19日（土）～

◆通常発売予定日
　一般発売：2021年10月2日（土）～
　二期会オペラ愛好会先行：9月18日（土）～

◆通常発売予定日
　一般発売：2021年12月18日（土）～
　二期会オペラ愛好会先行：12月11日（土）～

◆通常発売予定日
　一般発売：2021年12月18日（土）～
　二期会オペラ愛好会先行：12月11日（土）～

各公演の最新情報は東京二期会ウェブサイトにて順次発表いたします。  　　▶ ▶ ▶ ▶　  http://www.nikikai.net/
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The  World  Premiere

2015年7月 東京二期会オペラ劇場公演より

2017年11月 東京二期会オペラ劇場公演より

2021年1月 東京二期会コンチェルタンテ・シリーズ サン＝サーンス『サムソンとデリラ』より

フランス国立ラン歌劇場（ストラスブール）公演より



▼

▼

▼

▼

▼

● ページ内に表示されているいずれかの「Gettii」アイコン ▶　　　　　　  をクリックするとウィンドウが開きます

お問合せ・ご予約は ▶ 二期会チケットセンター 03-3796-1831
　　　　　　　　　　　　　http://www.nikikai.net/ticket/

東京二期会 2021-2022シーズン オペラ・セット券　ご購入のごあんない

■ 2021-2022シーズン オペラ・セット券は３種類よりお選びいただけます

■ ご予約方法

◆お電話でお申込

◆インターネットでお申込 二期会オペラ愛好会［有料］へのご入会 または 二期会チケット会員［無料］のご登録が必要です。

▼

◎いずれのセット券もすべての公演でご希望の座席位置をお選びいただけます。
二期会オペラ愛好会会員は上記すべてのセット券で、会員１名につき１演目１冊の有料プログラム冊子引換券が発行されます。
（2022年4月『エドガール』公演は簡易プログラム冊子がご入場者全員に配布されますのでプログラム引換券は発行されません）
《ご注意》・公演中止・延期の場合を除き、お求めいただいたチケットの払戻し、変更等は一切できません。
　　　　・未就学児のご入場はお断り申し上げます。
　　　　・やむを得ぬ事情により予定されている出演者が変更となる場合がございます。

● オペレーターが対応いたします。 ご希望を伺いながら1公演ずつお座席を確保いたします。

■ 料金お支払いとチケットお受取り方法
◎お支払いとチケットお受取りはセブン-イレブン店頭で。現金、クレジットカードがご利用いただけます。
　システム利用料・発券手数料は「０円」！　店頭レジでお支払い、その場でチケットが発券されます。

※チケットは１セットにつき５枚発券されますので、お受取り時にご確認をお願いします。
※愛好会特典のプログラム引換券（愛好会員1名様につき１公演1冊）も同時に発券されます。
　（2022年4月『エドガール』のみ簡易版プログラム冊子が入場者全員配布となりますので、プログラム引換券はございません）
※お電話でご予約の際、ご予約時にクレジットカード決済／チケット配送もお選びいただけますが、別途送料を申し受けます。
※セブン-イレブンでの発券は、２セットまでとなります。３セット以上ご予約の方はお電話でお申込みください。

プレミエ・セット券（PS）
千秋楽セット券（FS）

オペラ・フレンドパック（FP）

2021-2022シーズン全５演目のプレミエ（初日）公演 S席セット

2021-2022シーズン全５演目の千秋楽（最終日）公演 S席セット

2021-2022シーズン全５演目のB～C席相当席セット
演目毎にプレミエまたは千秋楽公演のいずれかを選択いただけます

セット価格（税込）セット券の種類・内容

50,000円
55,000円
30,000円

■ 発売期間 2021年2月1日（月）より2021年3月13日（土）まで

二期会チケットセンター ☎ 03-3796-1831 （受付時間 月～金10：00～18：00／土10：00～15：00／日祝 休）

二期会チケット｜

● 未登録/未入会の方は、「二期会チケット
　 会員」または「愛好会アソシエートA」に
　 新規登録いただき、あらためてログイン

二期会チケットセンターの インターネット および お電話 で承ります

● 東京二期会ウェブサイトの「二期会チケットセンター」ページ http://www.nikikai.net/ticket/ へアクセス

● 会員ID、パスワードを入力してログイン● ウィンドウ内右上に表示される
　 「セット券予約」をクリック

● お求めのセット券の種類をクリック

● 順に表示される１公演ずつ
　 ご希望のお席をお選びください

● お支払い方法を指定して
　 ご予約が確定いたします

※セット券のご予約は
　会員登録が必要です


