
No.７１ (since ２０１２) 
●●● 地下ワインセラー ヒロヤショップ ●●● 

第２２回 ワインコンサート ～ ギター村治佳織 ＆ チェロ遠藤真理 ～ 

 

日本を代表する世界的クラシックギタリスト村治佳織さんが、ワインコンサート初登場。 

NHK-FM「きらクラ！」パーソナリティを務める傍ら、今春より、読売日本交響楽団のソロ・チェロ 

奏者に就任した、人気実力を兼ね備えた遠藤真理さんと、当店で一夜限りのスーパーデュオ 

が実現。 

勿論、ワインもお楽しみ頂ける、特別過ぎるワインコンサート。限られた席数でありますが、 

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。 

主催：株式会社ヒロヤショップ 榊原崇弘 

 

 

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、極めて贅沢な音楽＆ワインの会、 

「ヒロヤショップ・ワインコンサート」を企画しています。 

 



■ギター  村治 佳織 

15歳でCDデビュー 

フランス留学帰国後、本格的なソロ活動を展開 

2003年 英国の名門クラシックレーベルDECCAと日本人としては初の長期専属契約 

2017年4月～ J-WAVE「RINREI CLASSY LIVING」ナビゲーター 

N響を初め国内外主要オーケストラと共演 

 

■チェロ  遠藤 真理 

2003年 第72回日本音楽コンクール 第1位 

2006年 「プラハの春」国際コンクール 第3位（1位なし） 

2010年 NHK大河ドラマ「龍馬伝」にて「龍馬伝紀行」のテーマ曲演奏 

2012年～ NHK-FM「きらクラ！」パーソナリティ 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

２０１７年１０月２４日火曜日 １８時～１９時３０分 (開場：１７時４５分) 

ヒロヤショップ 地下 １階 ワインセラー 

181-0013 東京都三鷹市下連雀 3-33-6三京ユニオンビル地下 1階（JR中央線三鷹駅より徒歩 3分） 

Tel 0422-46-7691 080-5003-2012（榊原携帯） 

◆参加費：6,000円 （当日、お支払いください。） 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

参加ご希望の方は、１０月１７日までに、別紙参加お申し込み用紙にご記入のうえ、FAX(0422-46-7691)、 

又はメール( sakakey@voice.ocn.ne.jp )にてご連絡を頂ければ幸いです。 

満席になり次第、受付けを終了させて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sakakey@voice.ocn.ne.jp


 

■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） ＆ 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） 

 

 



第２２回 ワインコンサート （１０月２４日） 

～ ギター 村治佳織 ＆ チェロ 遠藤真理 ～  

参加申込書 

FAX:0422-46-7691 
申込締め切り：１０月１７日 

 

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 

 

 

下記の項目にご記入の上、FAX(0422-46-7691)してください。                 

●お名前（フリガナ）                                   

●ご住所  〒                                      

●電話番号                                        

●FAX番号                                        

●メールアドレス                                 

お預かりする個人情報はヒロヤショップが管理し、当店からの連絡のみに使用します。 

 

■参加費 6,000 円は当日会場でお支払いください。 

■お申し込み後のキャンセルはご遠慮ください。 

■定員になり次第締め切りさせて頂きます。 

■定員を越えた場合には、こちらから連絡をさせて頂きます。 

 

 

 

 

 



                                                                                  

プロフィール 

幼少の頃より数々のコンクールで優勝を 

果たし、15 歳でビクターエンタテイン 

メントより CDデビューを飾る。高校卒業 

後パリのエコール・ノルマルに留学。 

帰国後、積極的なソロ活動を展開。 

ビクターエンタテインメントからの CD 

リ リ ースは『カヴァティーナ』など 

９タイトル及び DVD『コントラステス』を 

リリース。 

その後、N響ほか国内主要オーケストラ 

及び欧州のオーケストラとの共演も多数重ね、03 英国の名門クラシックレーベル DECCA と日本人 

としては初の長期専属契約を結ぶ。移籍第１弾アルバム『トランスフォーメーション』は第 19 回日本 

ゴールドディスク大賞クラシック・アルバム・オブ・ザ・イヤー＜洋楽＞を受賞。これまでに DECCAより 

CD９枚、ベスト盤２枚、DVD２枚をリリース。 

99年、伊藤園・充実野菜、02～04年、トヨタ自動車・アリオンのテレビ CMに出演。07年にはミキモト 

のイメージキャラクターとして起用されるなど、メディアへの登場も多い。J-WAVE(FM)『三菱地所 

CLASSIC CAFF』ナビゲーターを長年務める他、雑誌でのエッセイ連載や、新聞へ書評を寄稿 

するなど、幅広い分野で活躍する。 

また、受賞歴も多く、第５回出光音楽賞、村松賞、第９回ホテルオークラ音楽賞を受賞。 

12 年４月より半年間 NHK-E テレ『テレビでフランス語』のナビゲーターを務めた。また、 

J-WAVE(FM)『The Players』毎月最終土曜日のマンスリー・ナビゲーターも担当した。12年 10月に 

は DECCA 初のベスト盤『リ・サイクル』をリリース。また、14 年２月には『村治佳織ベスト～ 

４COMPOSERS』をリリース。10 月に全国ロードショーとなった吉永小百合主演映画『ふしぎな岬の 

物語』でメイン・テーマ曲を演奏。15 年 4 月 NHK-BS プレミアム『祈りと絆の島にて～村治佳織  

長崎・五島の教会を行く～』に出演。 

16 年東海道・山陽新幹線車内誌『ひととき』１月号「この熱き人々」にインタビューが掲載された。 

２月にはテレビ朝日『題名のない音楽会“弦を奏でる音楽家たち”』に出演。４月には AAR 主催の 

紀尾井ホール『難民を助ける会３・１１被災者のためのチャリティ・コンサート』に出演。９月には 

第 29回音舞台「萬福寺音舞台」に出演。 

◆村治佳織 OFFICIAL HP  http://www.officemuraji.com 

 

 (CD 『RHAPSODY JAPAN』ブックレットより引用) 



                                                                                  

プロフィール 

                                                                       

神奈川県出身。3 歳よりチェロをはじめる。東京芸術大学 

音楽学部附属音楽高等学校を経て、同大学を首席にて 

卒業。学内にて福島賞、安宅賞、アカンサス音楽賞、 

NTTDoCoMo賞を受賞。 

2003年第 72回日本音楽コンクールで第 1位および徳永賞 

を受賞、2006 年「プラハの春」国際コンクールにて第 3 位 

（1 位なし）、2008 年エンリコ・マイナルディ国際コンクール 

にて第 2位。 

これまでに、アンサンブル金沢、大阪センチュリー、大阪 

フィル、神奈川フィル、札幌響、新日本フィル、東京シティ 

フィル、東京都響、東京フィル、東響、名古屋フィル、 

山形響、広島響など国内の主要オーケストラに招かれ、 

円光寺雅彦、現田茂夫、小林研一郎、井上道義、金聖響、小松長生、飯森範親、ゲルハルト・ 

ボッセ、ジャン・ピエール・ヴァレーズ、ルドヴィーク・モルローらと共演。ドイツで行われたキームガウ 

春の音楽祭、神戸国際芸術祭では世界で活躍中の若手奏者を集めたアンサンブル・ラロとの 

共演、ザルツブルグにてザルツブルク・ゾリステンとの共演など、室内楽奏者としても活躍中。 

2006 年 9 月には紀尾井ホール、青葉台フィリアホールにてリサイタルデビュー。2007 年は 

オーケストラ・アンサンブル金沢の国内ツアー、都民芸術フェスティヴァルに参加。2009/2010 

シーズンはプラハ交響楽団やウィーン室内管弦楽団と共演など国内外に活躍の場を広げている。 

2010年には NHK大河ドラマ「龍馬伝」にて「龍馬伝紀行」のテーマ曲を演奏。9月 1日発売の新譜 

「Cello Meｌodies 龍馬伝紀行Ⅲ」をはじめ 3 枚のソロアルバム、また川久保賜紀(Vn)、三浦友理枝 

(Pf)とのトリオ・アルバム「RAVEL」がエイベックスよりリリースされている。 

これまで臼井洋治、河野文昭、山崎伸子、藤森亮一、クレメンス・ハーゲンの各氏に師事。2005 年 

より明治安田クオリティオブライフ文化財団、2006年よりロームミュージックファンデーションの助成を 

得て、ザルツブルクのモーツァルテウム音楽大学に留学。2007 年マギスター課程を満場一致の 

最高点で卒業。また同年神奈川県より文化賞未来賞受賞。2009 年 12月には、齋藤秀雄メモリアル 

基金賞を受賞。2012年４月より NHK-FM「きらクラ！」パーソナリティを務める。  今後の活躍が大変 

楽しみな若手チェリストの一人である。2017年４月より読売日本交響楽団ソロ・チェロ奏者に就任。 

 

(公式 HP より引用) 

 

 



                                                                                  

第 21回 ワインコンサート  ～ ギター村治佳織 ＆ チェロ遠藤真理 ～ 

 

                                     

 

♪ プログラム未定（決まり次第 HP等でお知らせいたします） 

 

＊曲目は変更になる場合もございます。 

 

 

 

 

                                      

 

☆ シャンパーニュ・ブリュット・ブラン 1級 (トリシェ・ディディエ) 

 

☆ シャンパーニュ・ブリュット・エスプリ・ブラン・ド・ブラン特級 (ミシェル・ジュネ) 

☆ シャンパーニュ・エクストラ・ブリュット・ブラン・ド・ブラン特級 (ミシェル・ジュネ) 

 

☆ クレマン・ド・ブルゴーニュ・ブリュット・ブラン (ベルトラン・ダルヴィオ) 

☆ クレマン・ド・ブルゴーニュ・ブリュット・ロゼ (ベルトラン・ダルヴィオ) 

 

 

 

＊ワインは変更になる場合もございます。 

＊全て、株式会社フィネス 輸入のワインです。 

＊グラスは、和吉工房 和吉グラスも使用できます。 

 

 

 

 

 

 

 



最新の CD  

 

 

♪ ラプソディー・ジャパン  2016年発売/DECCA 

 

♪ トランスフォーメーション  2017年発売/DECCA 

 

♪ Viva! Rodrigo  2017年発売/DECCA 

 

 

♪ サリーガーデン~チェロ・フェイヴァリッツ! 2008年発売/Avex Classics 


