
                                                                                       

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。 

                                                                       

1993 年、兵庫県西宮市に生まれる。 兵庫県立西宮高等学校音楽科を経て、東京藝術 

大学音楽学部ピアノ専攻を首席で卒業。その後、同大学院音楽研究科修士課程ピアノ 

専攻を首席で修了。学内にて安宅賞、大賀典雄賞、三菱地所賞、クロイツァー賞など 

を受賞。    

第 13 回兵庫県学生ピアノコンクール 最優秀賞・兵庫県知事賞。第 7 回ショパン国際 

ピアノコンクール in ASIA 銅賞。第 31 回ピティナ・ピアノコンペティション ベスト賞。 

第 2 回ロザリオ・マルシアーノ国際ピアノコンクール 第 2 位。兵庫県教育長より「ゆずりは賞」を受賞。第 23 回宝塚ベガ音楽 

コンクール 第 2 位・会場審査員特別賞。第 22 回 ABC 新人コンサート音楽賞を受賞。第 10 回パデレフスキ国際ピアノ 

コンクール 特別賞を受賞。 葵トリオとして、第 67 回 ARD ミュンヘン国際音楽コンクール ピアノ三重奏部門 第 1 位。 

東京、大阪、神戸、福岡、札幌でソロリサイタルを開き、そのほかオーケストラとの共演、室内楽や伴奏など幅広く活動している。 

また、師の有森博とのピアノデュオ活動を全国各地で展開しており、ストラヴィンスキーの「春の祭典」を収録した CDが 2017年 

6 月にフォンテックより発売、特選版に推薦された。これまでに、日独交流 150 周年プレイベントコンサート、ヤマハ音楽大学 

フェスティバルコンサート、藝大モーニングコンサート、藝大室内楽定期演奏会、サントリーホール チェンバーミュージック・ 

ガーデンなどに出演。浜松国際ピアノアカデミー、VYP 国際ピアノアカデミーなどに参加。サントリーホール室内楽アカデミー 

第３期フェロー修了。平成 27 年度公益財団法人青山財団奨学生。平成 29・30 年度宗次エンジェル基金／公益社団法人 

日本演奏連盟新進演奏家国内奨学生。    

これまでに、緒方裕子、片山優陽、青井彰、有森博の各氏に師事。  また演奏活動と並行して、東京藝術大学大学院音楽 

研究科博士後期課程にて研鑽を積んでいる。  



                                                                                       

第３２回ワインコンサート 

コントラバス幣隆太朗 ＆ ピアノ秋元孝介 

 

                                     

 

♪ ベートーヴェン ： ソナタ ヘ長調 Op.１７ 

 

♪ シューベルト ： アルペジョーネソナタ イ短調 D８２１ 

 

 

＊プログラムは変更になる場合もございます。 

 

                                      

 

☆ クレマン・ド・ブルゴーニュ・ブリュット・ブラン （ロワイエ） ： 2,200円 / 2,916円 

 

☆ ２０１７ ブルゴーニュ・ブラン （ロワイエ） ： 2,000円 / 2,700円  

 

★ ２０１６ ブルゴーニュ・ルージュ （ロワイエ） ： 2,000円 / 2,700円 

 

 

＊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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■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） 

 

◆◆◆ 予 告 ◆◆◆ 

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） 



 ©井村重人 

 

No.９１ (since ２０１２) 

 ●●● 地下ワインセラー ヒロヤショップ ●●●  

第３２回ワインコンサート 

～ コントラバス 幣隆太朗 ＆ ピアノ 秋元孝介 ～ 

                          ■日時 ： ２０１８年１１月１４日（水） １８時～ 

■会場 ： ヒロヤショップ 地下 １階 ワインセラー 

 

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。 

今年９月に開催された、世界最高峰のコンクールのひとつ、ミュンヘン国際音楽コンクール(ピアノ三重奏部門 

/葵トリオ)で、最高位第１位を獲得したばかりの、新進気鋭ピアニストの秋元孝介さんが共演します。 

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。 

 

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。 
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