
■過去のヒロヤショップ・ワインコンサート 

２０１４年９月２１日 第１回 ベルンハルト・直樹・ヘーデンボルク（チェロ/ウィーンフィル） 

２０１５年３月７日 第２回 遠藤真理（チェロ） 

２０１５年５月２３日 第３回 川久保賜紀（ヴァイオリン） ＆ 遠藤真理（チェロ） 

２０１５年９月２６日 第４回 川久保賜紀（ヴァイオリン） ＆ 三浦一馬（バンドネオン） 

２０１６年４月９日 第５回 三浦友理枝（ピアノ） 

 ２０１６年５月１４日 第６回 松田理奈（ヴァイオリン） ＆ 佐藤朋子（ピアノ）  

２０１６年５月２１日 第７回 北村源三（トランペット/元Ｎ響首席） ＆ 北村レイ子（ピアノ） 

２０１６年５月２８日 第８回 福川伸陽（ホルン/Ｎ響首席） ＆ 三浦友理枝（ピアノ） 

２０１６年６月１８日 第９回 松原友（テノール/二期会） ＆ 山田剛史（ピアノ） 

２０１６年７月１６日 第１０回 金丸葉子（ヴィオラ/コンセルトヘボウ管） ＆ 溝井麻佐美（ピアノ） 

２０１６年８月１日 第１１回 ベルンハルト・直樹・ヘーデンボルク（チェロ/ウィーンフィル） 

２０１６年８月７日 第１２回 川久保賜紀（ヴァイオリン）、遠藤真理（チェロ） ＆ 三浦友理枝（ピアノ） 

２０１６年１０月３日 第１３回 アレクサンダー・シトコヴェツキー（ヴァイオリン）＆三浦友理枝（ピアノ） 

２０１６年１０月２１日 第１４回 直樹（チェロ/ウィーンフィル） ＆ 洋・ヘーデンボルク（ピアノ） 

２０１６年１１月２１日 第１５回 三浦一馬（バンドネオン）＜テラス・ド・ギレム×フレンチ Dix-Huit18＞ 

２０１７年１月２８日 第１６回 北川森央（フルート） ＆ 三浦友理枝（ピアノ） 

２０１７年３月２５日 第１７回 松田理奈（ヴァイオリン） ＆ 佐藤朋子（ピアノ） 

２０１７年５月２０日 第１８回 高木綾子、北川森央（フルート） ＆ 三浦友理枝（ピアノ） 

２０１７年７月２２日 第１９回 奥村愛（ヴァイオリン） ＆ 三浦友理枝(ピアノ) 

２０１７年７月２９日 第２０回 金丸葉子（ヴィオラ/コンセルトヘボウ管）＆溝井麻佐美（ピアノ） 

２０１７年９月２９日 第２１回 ユリアン・洋・ヘーデンボルク（ピアノ） 

２０１７年１０月２４日 第２２回 村治佳織（ギター） ＆ 遠藤真理（チェロ） 

２０１７年１１月２日 第２３回 クリストフ・コンツ（ヴァイオリン/ウィーンフィル首席）   

＆ アンナ=マグダレーナ・コーキッツ（ピアノ） 

２０１７年１１月１５日 第２４回 幣隆太朗（コントラバス/シュトゥットガルト放送）   

＆ アンナ=マグダレーナ・コーキッツ（ピアノ） 

２０１８年２月１０日 第２５回 小林沙羅（ソプラノ） ＆ 三浦友理枝（ピアノ） 

２０１８年３月３１日 第２６回 福川伸陽（ホルン/Ｎ響首席） ＆ 三浦友理枝（ピアノ） 

２０１８年４月２７日 第２７回 瀧村依里（ヴァイオリン/読響首席） ＆ 中川賢一（ピアノ） 

２０１８年６月１６日 第２８回 三浦友理枝（ピアノ） 

２０１８年７月１３日 第２９回 瀧村依里（ヴァイオリン/読響首席）、對馬哲男（ヴァイオリン/読響） 

＆ 鈴木康浩（ヴィオラ/読響ソロ首席) 

２０１８年８月４日 第３０回 金丸葉子（ヴィオラ/コンセルトヘボウ管）、ジェソプ・キム（バリトン）＆ 溝井麻佐美（ピアノ） 

２０１８年８月２５日 第３１回 川久保賜紀（ヴァイオリン）、遠藤真理（チェロ） ＆ 三浦友理枝（ピアノ） 

２０１８年１１月１４日 第３２回 幣隆太朗（コントラバス/シュトゥットガルト放送） ＆ 秋元孝介（ピアノ） 

２０１８年１１月２９日 第３３回 瀧村依里（ヴァイオリン/読響首席） ＆ ユリアン・洋・ヘーデンボルク（ピアノ） 

２０１８年１２月７日 第３４回 三浦文彰（ヴァイオリン）、遠藤真理(チェロ) ＆ 三浦舞夏（ピアノ） 

２０１９年３月５日 第３５回 松田理奈（ヴァイオリン） ＆ 田村響（ピアノ） 

２０１９年３月３０日 第３６回 小林沙羅（ソプラノ） ＆ 三浦友理枝（ピアノ） 

２０１９年５月３１日 第３７回 瀧村依里（ヴァイオリン/読響首席） ＆ 山野安珠美（お箏） 

２０１９年８月３日 第３８回 金丸葉子（ヴィオラ/コンセルトヘボウ管）、ジェソプ・キム（バリトン）＆ 溝井麻佐美（ピアノ） 
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No.104 (since ２０１２) 

●●● 地下ワインセラー ヒロヤショップ ●●● 

 

第３９回ワインコンサート 

～ 川久保賜紀 ＆ 松田 理奈 ～ 

                             ■日時 ： ２０１９年１１月９日（土） １６時～ 

■会場 ： ヒロヤショップ 地下 １階 ワインセラー 

 

2001 年サラサーテ国際ヴァイオリン･コンクール優勝、 2002 年チャイコフスキー国際音楽コンクール･ 

ヴァイオリン部門最高位受賞以来、世界的活躍をする川久保賜紀さん。日本音楽コンクール第１位など、 

数々の輝かしい受賞歴を誇る松田理奈さん。日本が誇るヴァイオリニスト二人による夢の共演です。 

お二人の共演を聴くのは私自身も初めてで、お二人の魅力溢れる個性がどのよ うに高い次元で 

マリアージュするのか、今から楽しみでなりません。 

音楽に酔い、ワインに酔う、特別過ぎるワインコンサート。限られた席数ではありますが、素晴らしい音楽と 

ワインをご用意して皆様のお越しを心よりお待ちいたしております。 

 

音楽もワインも、長い年月をかけて育まれます。その全てを所有することは出来ず、 

その楽しみやその味わいは長い時流の一瞬の経験にしかすぎません。 

そんな一瞬を、皆様と共に過ごせれば・・・ 

今日、クラシックと言えば大きなホールで楽しむことが殆どですが、 

その原点はサロンコンサートにあったのではないでしょうか。 

そして、そこにはワインがあったことでしょう。  

そんな古に思いを馳せ、極めて贅沢な、ワインと音楽の会、 

「ヒロヤショップ・ワインコンサート」を企画しています。 

file:///D:/ワインコンサート/ワインコンサート(180210小林沙羅＆三浦友理枝)/＠Hitoshi　Iwakiri.docx
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プロフィール 

 

                                                                       

2001 年サラサーテ国際ヴァイオリン･コンクール優勝、2002 年チャイコフスキー国際音楽 

コンクール･ヴァイオリン部門最高位受賞以来、クラシックから現代まで、幅広いレパートリー 

を手がけ、国内外でリーディングソリストとして活躍を続けている。 若くして、主要な北米 

オーケストラと共演し、豊富なステージ経験を積む。 日本では 1997 年、チョン・ミョンフン 

指揮アジア・フィルのソリストとしてデビュー。以後、国内外様々なオーケストラと共演を 

重ね、高度な技術と作品の品位を尊ぶ深い音楽性に高い評価を得ている。  近年は 

小菅優とのデュオでドイツ･ツアーを行い、またワシントンなどで自ら企画するコンサートを 

行うなど、コンサート・プロデューサーとしての才能も発揮、リサイタルだけではなく室内楽 

にも積極的に取り組み、究極のアンサンブルを追求し続けている。2018－19 シーズンは、 

欧米での活動と平行し、国内ではＰ .インキネン指揮日本フィルハーモニー交響楽団、 

下野竜也指揮広島交響楽団、小泉和裕指揮東京都交響楽団など、国内主要オーケストラ 

との共演の他、小菅優とのブラームス：ヴァイオリン・ソナタ全曲演奏会を中心にソロ＆ 

室内楽プロジェクトを幅広く展開する。後進の指導にも積極的に取り組み、 2018年より桐朋学園大学院(富山校)大学教授に 

就任。 5歳の時にヴァイオリンを始め、 R.リプセット、D.ディレイ、川崎雅夫、Z.ブロンの各氏に師事。  

 

                                                                       

桐朋学園大学ソリスト・ディプロマコースにて研鑽を積み、2006 年ドイツ・ニュルンベルク 

音楽大学に編入。2010 年、同大学院を満場一致の首席で修了、ドイツ国家演奏家資格を 

取得。１４歳で初めてのソロリサイタルを開催した後、2001 年第 10 回日本モーツァルト音楽 

コンクールヴァイオリン部門第１位、同コンクール史最年少優勝。2002 年にはトッパンホール 

にて「16 才のイザイ弾き」というテーマでソロリサイタル開催。2004 年、第 73 回日本音楽 

コンクール第１位、2007 年にはサラサーテ国際コンクールにてディプロマ入賞。2013 年 

新日鉄住金音楽賞受賞。これまでに国内の主要オーケストラに加え、ハンガリー国立 

フィルハーモニー管弦楽団、スーク室内オーケストラ、ヤナーチェク・フィルハーモニー 

室内管弦楽団、ベトナム交響楽団など数々のオーケストラや著名指揮者と共演。 

2006 年ビクターより『ドルチェ・リナ』をリリース。全国ツアーを各地完売で沸かせた後、2008 年 

に『カルメン』、2010 年には清水和音とライブ収録した『ラヴェル・ライブ』をリリースした。同年 

収録のイザイの無伴奏ヴァイオリン・ソナタ全曲集は、「レコード芸術」誌上にて特選盤に選ば 

れた。2018 年 5 月にはブラームスとフランクのソナタを収録した 5 枚目のアルバムをリリース。 

 

 

 

 

 



                                                                                       

第３９回ワインコンサート 

ヴァイオリン 川久保賜紀 ＆ 松田理奈 

                                     

 

♪ ベートーヴェン ： アレグロ＆メヌエット 

 

♪ モーツァルト ： ミラー・ソング・デュエット 

 

♪ ピアソラ ： タンゴエチュード より 第 2番、第 3番 

 

 

＊プログラムは変更になる場合もございます。 

 

 

 

                                      

 

☆ ２０１７ ブルゴーニュ・コート・ドール・ブラン （ジャン・マリー・ブズロー） ： 3,200円 / 4,070円 

★ ２０１７ ブルゴーニュ・コート・ドール・ルージュ （ジャン・マリー・ブズロー） ： 2,900円 / 3,630円 

 

☆ １９９７ ボーヌ・ブラン・クロ・デ・モンスニエール （ベルトラン・ダルヴィオ） ： 8,100円 / オープン価格 

 

 

＊左：特別価格(税込)/右：標準小売価格(税込) 

＊グラスは、和吉工房 和吉グラス（：6,000円）を使用 

＊全て、株式会社フィネス 輸入のワインです。 

＊ワインは変更になる場合もございます。 

 

 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

【 次 回 予 告 】 

 

２０１９年１２月７日 福川伸陽（ホルン/Ｎ響首席） ＆ 松本健司（クラリネット/Ｎ響首席） 


