
東京二期会 2020-2021シーズン
オペラ・セット券のごあんない
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2020-2021シーズン 特別協賛企業

2021年2月 ワーグナー『タンホイザー』 2021年7月 ヴェルディ『ファルスタッフ』



2020 年9 月

2020 年11 月

2021 年2 月

2021 年5 月

2021 年7 月

R.Wagner Tannhäuser

3日(木)／4日(金)／ 5日(土)／6日(日)　 新国立劇場 オペラパレス

26日(木)／27日(金)／28日(土)／29日(日)　日生劇場

17日(水)／18日(木)／20日(土)／21日(日)　 東京文化会館 大ホール

22日(土)／23日(日)　めぐろパーシモンホール 大ホール

16日(金)／17日(土)／18日(日)／19日(月・祝)  東京文化会館 大ホール

≪東京二期会オペラ劇場公演≫

  NISSAY OPERA 2020 提携
≪東京二期会オペラ劇場公演≫

フランス国立ラン歌劇場との提携公演
≪東京二期会オペラ劇場公演≫

≪二期会ニューウェーブ・オペラ劇場公演≫

テアトロ・レアル、ベルギー王立モネ劇場、フランス国立ボルドー歌劇場との共同制作公演
≪東京二期会オペラ劇場公演≫

指揮：ダン・エッティンガー
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　新国立劇場合唱団　藤原歌劇団合唱部

指揮：沖澤のどか

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：アクセル・コーバー

管弦楽：読売日本交響楽団／合唱：二期会合唱団

指揮：鈴木秀美

管弦楽：ニューウェーブ・バロック・オーケストラ・トウキョウ(NBO)

指揮：ベルトラン・ド・ビリー

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

◆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3 日（木）
18:30開演

9 月6 日（日）
14:00開演

11 月26 日（木）
18:30開演

11 月29 日（日）
14:00開演

2 月17 日（水）
17:00開演

2 月21 日（日）
14:00開演

5 月22 日（土）
17:00開演

5 月23 日（日）
14:00開演

7 月16 日（金）
18:30開演

7 月19 日（月・祝）
14:00開演

2020-2021シーズン オペラ・セット券
今年はバラエティ豊かな3種類を発売！

税込セット価格¥55,000- 税込セット価格¥60,000- 税込セット価格¥30,000-

生誕250周年記念に贈る、楽聖ベートーヴェン唯一のオペラ！
東京二期会初登場となるダン・エッティンガーの指揮
映画監督深作健太オペラ三作目となる舞台に注目！ 演出：深作健太

L.v.ベートーヴェン『フィデリオ』

F.レハール『メリー・ウィドー』

R.ワーグナー『タンホイザー』

G.F.ヘンデル『セルセ』

G.ヴェルディ『ファルスタッフ』

ブザンソン国際指揮者コンクール優勝の沖澤のどか
俳優座気鋭の演出家眞鍋卓嗣が東京二期会初登場！
若きリーダーが紡ぐ、極上のオペレッタを 演出：眞鍋卓嗣

演出：キース・ウォーナー

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。

新制作

新制作

新制作

新制作

新制作

バイロイト音楽祭常連の指揮者アクセル・コーバー初来日
《東京リング》の演出キース・ウォーナーとともに起こす奇跡
至高のワーグナー体験がここに！

東京二期会が贈る３年に１度の本格バロック・オペラの祭典！
名曲〈オンブラ・マイ・フ〉が誘う、古代ペルシアを舞台にした
ラブストーリー

欧州で賞賛されたロラン・ペリーの舞台で贈るヴェルディ晩年の傑作喜劇
NYメトロポリタン・オペラでも活躍する指揮者ベルトラン・ド・ビリーが
2018年9月プッチーニ〈三部作〉以来の再登場！

L.v.Beethoven Fidelio

F.Lehár Die Lustige Witwe

G.F.Handel Serse

G.Verdi Falstaff

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

もっと気軽に、もっとお得に
オペラを楽しみたい！

演出：中村 蓉

演出：ロラン・ペリー

（定価73,000円相当） （定価76,000円相当） （定価41,000円相当）《 2020年3月14日（土）までの 期間限定発売！》

新登場！
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・シーズンセット券を期間限定で発売いたします。
今年は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」に加え、あらたに「オペラ・フレンドパック」が登場。

「まずは気軽にたくさんのオペラを楽しみたい」という方に、お求めやすいセットをご用意いたしました。

◆通常発売日
　一般発売：2020年4月11日（土）～
　二期会オペラ愛好会先行：3月21日（土）～

Premier Final

◆主なキャスト（3・5日／4・6日）
ドン・フェルナンド：黒田 博／小森輝彦
ドン・ピツァロ：大沼 徹／友清 崇
フロレスタン：福井 敬／小原啓楼
レオノーレ：土屋優子／木下美穂子
　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

◆主なキャスト（26・28日／27・29日）
ミルコ・ツェータ男爵：池田直樹／三戸大久
ヴァランシェンヌ：盛田麻央／箕浦綾乃
ダニロ・ダニロヴィッチ伯爵：宮本益光／与那城 敬
ハンナ・グラヴァリ：腰越満美／嘉目真木子
　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか
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◆通常発売予定日
　一般発売：2020年7月4日（土）～
　二期会オペラ愛好会先行：6月20日（土）～

◆通常発売予定日
　一般発売：2020年10月3日（土）～
　二期会オペラ愛好会先行：9月19日（土）～

◆通常発売予定日
　一般発売：2020年12月19日（土）～
　二期会オペラ愛好会先行：12月10日（木）～

◆通常発売予定日
　一般発売：2020年12月19日（土）～
　二期会オペラ愛好会先行：12月10日（木）～

2018年5月 二期会ニューウェーブ・オペラ劇場 ヘンデル『アルチーナ』より （写真：三枝近志）2018年5月 二期会ニューウェーブ・オペラ劇場 ヘンデル『アルチーナ』より （写真：三枝近志）

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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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 2020-2021シーズン オペラ・セット券　ご購入のごあんない

■ 2020-2021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。
● 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
　　▼
● 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  ▶
　　▼
● 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

◎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。
＊1 二期会オペラ愛好会会員は「プレミエ・セット券」および「千秋楽セット券」が上記価格より5,000円割引となります。
＊2 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。
　　（2021年5月『セルセ』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。
　（2021年5月『セルセ』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）

2020-2021シーズン全５演目のプレミエ（初日）公演 S席セット

2020-2021シーズン全５演目の千秋楽（最終日）公演 S席セット

2020-2021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

55,000円
60,000円
30,000円

＊1 ＊2

＊1 ＊2

＊2

■ 発売期間 2020年1月24日（金）より2020年3月14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/未入会の方は新規会員登録いただき
　 あらためてログイン

二期会チケットセンターの インターネット予約 および お電話 で承ります


