
No.７４ (since ２０１２) 
●●● 地下ワインセラー ヒロヤショップ ●●● 

第２４回ワインコンサート  

～ コントラバス 幣隆太朗 ＆ ピアノ アンナ=マグダレーナ・コーキッツ ～ 

 

サイトウキネン・オーケストラ(小澤征爾指揮)のメンバーでもあり、ドイツの名門シュトゥットガルト

放送交響楽団コントラバス奏者の幣隆太朗さんと、オーストリアの次世代を担う、若手実力派ピ

アニスト コーキッツさんのデュオ。シューベルトのアルペジオネがコントラバスでどのように演奏

されるか楽しみでなりません。 

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。 

@Nancy Horowitz  @井村重人 



■コントラバス  幣 隆太朗 

現在、シュトゥットガルト放送交響楽団団員 

小菅 優、樫本大進、庄司紗矢香、ボリス・ベレゾフスキー等、世界的ソリストの室内楽の共演 

１0年よりサイトウ・キネン・オーケストラのメンバーとして公演に参加 

 

 

■ピアノ  アンナ=マグダレーナ・コーキッツ 

10代のころからソリストとして、トーンキュンストラー管弦楽団やモスクワヴィルトゥオーゾなどと共演 

現在、エルンスト・トッホ(1887-1964)のピアノ曲全曲、 

ミェチスワフ・ヴァインベルク(1919-1996)の室内楽作品のCD制作に取り組んでいる。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

２０１７年１１月１５日水曜日 １９時～２０時３０分 (開場：１８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、１１月８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） 

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) 

 



第２４回 ワインコンサート （１１月１５日） 

～ コントラバス 幣隆太朗 

 ＆ ピアノ アンナ=マグダレーナ・コーキッツ ～ 

参加申込書 

FAX:0422-46-7691 
申込締め切り：１１月８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 

10 歳より、故・奥田一夫に手ほどきを受ける。 

1999 年、兵庫県立西宮高校音楽科卒業、 

同年、東京藝術大学入学。2001 年、渡独。 

ドイツ・ヴュルツブルク音楽大学入学。DAAD 

外国人のための学内コンクールで 1 位となり、 

奨学金を授与される。05年、同大学ディプロマ 

試験を最高得点で卒業、同大学院マスター 

コースに入学。同年ベルリン国立歌劇場 

オーケストラ（シュターツカペレ・ベルリン）の 

アカデミー試験に合格、首席指揮者ダニエル・ 

バレンボイム指揮のもと、オーケストラの一員 

として研鑽を積む。07 年、首席指揮者サー・ 

ロジャー・ノリントンのもと、ドイツ公共放送局 

オーケストラの 1つ、SWRシュトゥットガルト放送 

交響楽団に入団。09 年ヴュルツブルク音楽大学 

マイスタークラスの修了試験を審査員の満場一致で合格、「コントラバスマイスター」の 

称号を得る。 

現在、シュトゥットガルト放送交響楽団団員として、ドイツ国内外でのソロリサイタル、 

小菅 優、樫本大進、庄司紗矢香、ボリス・ベレゾフスキー、フィリップ・トゥーンドゥル、 

セバスティアン・マンツなど、世界を代表するソリストの室内楽の共演等、精力的に 

活動している。 

日本では毎夏、日本ツアー帰国リサイタルを開催。 

10 年よりサイトウ・キネン・オーケストラのメンバーとして公演に参加。文屋充徳、奥田 

一夫、河原泰則、永島義男、南出信一、村上満志、山本 修、マティアス・ヴィンクラー 

の各氏に師事。 

12 年より上野製薬株式会社より 1670 年製コントラバスの名器「ブゼット」を貸与されて 

いる。2015 年兵庫県芸術奨励賞、神戸市文化奨励賞、2016 年関西クリティッククラブ 

賞受賞。 

 

 

 

 



                                                                                  

プロフィール 

                                                                       

1988年ウィーン生まれ。4歳でピアノを始め、2013年、アレハンドロ・ゲベロヴィチの指導 

のもとウィーン・コンセルヴァトリウム音楽大学を卒業。 

国内外の多くのコンクールで受賞し注目を集め、10 代のころからソリストとして、 

トーンキュンストラー管弦楽団やモスクワヴィルトゥオーゾなどと共演し、イタリア、 

オランダ、ドイツ、ギリシャなど、欧州各国での音楽祭で客演している。また、室内楽 

にも活動の重点を置いている。 2007 年よりチェリストのアレクサンダー・ゲーベルトと 

デュオを結成し、ヨーロッパ各地で演奏活動を行い、2015 年には CD をリリース。また 

ディミトリ・アシュケナージ、エドゥアルド・ブルンナー、チェン・ハェレヴィ、ベネフィッツ・ 

クゥアルテットなどとも共演した。 

アンナ・マグダレーナ・コーキッツは、特に現代音楽に力を入れており、リヒャルト・ 

デュンサー、トマシュ・スクイヴィレス、ヘルムート・シュミディンガー、トマスュ・ラルヒャ、 

クリストフ・レンハルトといった作曲家とのコラボレーションも行なっている。さらに、 

知名度のあまりない、忘れられた作品の発掘にも積極的である。 現在は、エルンスト・ 

トッホ ( 1 887-1964 )のピアノ曲全曲の世界初レコーディングや、ミェチスワフ・ 

ヴァインベルク(1919-1996)の室内楽作品の CD制作に取り組んでいる。 

 

 

 

@Nancy Horowitz  



                                                                                  

～ コントラバス 幣隆太朗 ＆ ピアノ アンナ=マグダレーナ・コーキッツ ～ 

 

                                     

 

♪ シューベルト：アルペジオーネ・ソナタ 

 

♪ ヒンデミット：ソナタ、 

 

♪ ガーシュウィン：ラプソディー・イン・ブルー 他 

 

 

＊曲目は変更になる場合もございます。 

 

 

 

 

                                      

 

☆ 未定 

 

 

 

＊ワインは変更になる場合もございます。 


