
 

 

No.６２ (since 2012) 
●●● 地下ワインセラー ヒロヤショップ ●●● 

第１７回 ワインコンサート ～ ヴァイオリン松田理奈＆ピアノ佐藤朋子 ～ 

 

今回は、数々の国際コンクールを受賞した、日本を代表する若手ヴァイオリニスト松田理奈さんを、 

佐藤朋子さんのピアノ伴奏とともにお楽しみ頂きます。昨年5月に引き続き、2回目のワインコンサート 

ご出演です。テーマは「エレジー」だそうです。 

ワインショップらしく、ワインも十二分に楽しみたいと思います。ブルゴーニュ地方ムルソー村の「シャトー・ 

ド・ラ・ヴェル/ベルトラン・ダルヴィオ」と、「ジャン・マリー・ブズロー」の、二人の生産者さんを飲み比べて 

みましょう。 

お二人の息の合ったデュオに酔い、ワインに酔う、特別過ぎるワインコンサート。週末の午後のひととき、 

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みことが殆どですが、 

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。 



 

 

 

■ヴァイオリン  松田 理奈 

2004年 第73回日本音楽コンクール第１位 

2007年 サラサーテ国際コンクール ディプロマ入賞 

2013年 第23回新日鉄住金音楽賞受賞 

Ｎ響を始め国内外数々のオーケストラ、指揮者と共演 

 

■ピアノ  佐藤 朋子 

2001年 セニガリア国際ピアノコンクール 最年少ファイナリスト  

ライプツィヒ弦楽四重奏団、ベルンハルト・直樹・ヘーデンボルク等と共演 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

２０１７年３月２５日土曜日 １５時～１６時３０分 (開場：１４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、３月２０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。 

 

 

 

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) 

 



 

 

第１７回 ワインコンサート （３月２５日） 

～ バイオリン松田理奈 ＆ ピアノ佐藤朋子 ～ 

  

参加申込書 

FAX:0422-46-7691 
申込締め切り：３月２０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 

 

神奈川県横浜市出身。3 歳よりスズキ・メソードにてヴァイオリンを 

始める。1989 年、桐朋子供のための音楽教室入室。東京芸術大学 

音楽学部附属音楽高等学校卒業後、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。2007年、同大学を首席にて卒業。2010年、同大学院を 

首席にて卒業。  日本とドイツでコンサート活動する傍ら、 

ニュルンベルク音楽大学にて教授アシスタントを勤めた。 

1997 年、第 7 回日本クラシック音楽コンクール全国大会小学生の部 

第１位。1998 年、第 52 回全日本学生音楽コンクール大阪大会 

中学校の部第１位。1999年、初ソロリサイタル開催。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、トッパンホールデビューコンサートシリーズにて「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。併せてレウカディア賞、 

鷲見賞、黒柳賞受賞。 2007年、サラサーテ国際コンクールにてディプロマ入賞。 

これまでにＮＨＫ交響楽団、読売日本交響楽団、東京交響楽団、東京都交響楽団、東京フィル 

ハーモニー交響楽団、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団、 札幌交響楽団、群馬交響楽団、 

京都市交響楽団、兵庫芸術文化センター管弦楽団、日本フィルハーモニー交響楽団、新日本フィル 

ハーモニー交響楽団、神奈川フィルハーモニー管弦楽団、広島交響楽団、大阪フィルハーモニー 

交響楽団、日本センチュリー交響楽団（旧大阪センチュリー交響楽団）、関西フィルハーモニー 

管弦楽団、大阪交響楽団、九州交響楽団、山形交響楽団、愛知セントラル交響楽団、桐朋アカデミー 

オーケストラ、ニュルンベルク音大オーケストラ、ヤナーチェクフィルハーモニー室内管弦楽団、ベトナム 

交響楽団など国内外数々のオーケストラ、指揮者と共演。2003 年秋吉台音楽アカデミー賞。2011 年 

第 12 回ホテルオークラ音楽賞。2013 年第 23 回新日鉄住金音楽賞受賞。2004～2008 年、ローム 

ミュージックファンデーション奨学生。 

これまでに、小林庸男、田中みちる、田中裕、村上直子、小栗まち絵、堀正文、元ウィーン・ 

フィルハーモニー管弦楽団コンサートマスターのダニエル・ゲーデの各氏に師事する。 

2006 年 11 月にビクターエンタテインメント㈱よりデビューアルバム『Dolce Lina～モーツァルト 2 つの 

ヴァイオリン・ソナタ他』をリリース。2008 年 9 月、ピアノ界の巨匠パーヴェル・ギリロフとベルリンにて録音 

したセカンドアルバム『CARMEN』をリリース。2008 年、ドイツ・バイエルン放送にてクライスラーの 

ヴァイオリン協奏曲を収録、放送された。2010 年 7 月、紀尾井ホールにてピアニスト清水和音氏との 

リサイタルをライブ収録した『Ravel/Live』をリリース。11 月にはイザイの無伴奏ヴァイオリンソナタを全曲 

収録した『YSAŸE』をリリースし「レコード芸術」誌上にて特選盤に選ばれた。 



 

 

                                                                                  

プロフィール 

 

4 歳よりピアノを始め、桐朋学園附属「子供のため音楽教室」で学ぶ。

栃木県学生音楽コンクール中学生の部門第一位。1995 年、東京 

音楽大学附属高校に特待生として奨学金を受けて入学。在学中に 

やちよ音楽コンクールで最年少で第一位。2001 年、東京音楽大学 

附属高校を首席で卒業。高校卒業後にパリに留学し、エコール・ 

ノルマル音楽院に入学。ミシェル・ベロフに師事。留学直後、 

セニガリア国際ピアノコンクールで、最年少ファイナリストとなり、 

特別ディプロマ賞受賞。 

また、この年にはマルチジャーナ・フィルハーモニー管弦楽団と共演。 

0 2 年、イタリア・イモラ音楽院に入学。その後、レオニード・ 

マルガリウスとカール＝ハインツ・ケマーリングのもとで研鑽を積み、 

特に評価の高いフランス音楽に加えて、ドイツ音楽にも深い解釈を示している。これまで、さまざまな 

音楽祭やマスタークラスで研鑽を積むことに集中し、演奏活動はヨーロッパ、日本ともに地元での 

リサイタルや室内楽などに限ってきたが、07 年秋にライプツィヒ弦楽四重奏団との共演をはじめ、 

本格的な演奏活動をスタートした。08 年 2 月にはトッパンホール主催ランチタイムコンサートに出演、 

10 月には、北九州国際音楽祭でのリサイタルおよび教育プログラムに出演して好評を博した。また、 

世界的ピアニスト、マリア=ジョアン・ピリスの公開マスタークラスを受講し、その才能を高く評価された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                  

第１７回 ワインコンサート  ～ ヴァイオリン松田理奈 ＆ ピアノ佐藤朋子 ～ 

 

                                     

 

♪ グラナドス ： アンダルーサ 

♪ ラフマニノフ ： ボカリーズ 

♪ ピアソラ ： オブリビオン 

♪ フィンジ ： エレジー 

 

 

＊曲目は変更になる場合もございます。 

 

                                      

 

シャトー・ド・ラ・ヴェル/ベルトラン・ダルヴィオ & ジャン・マリー・ブズロー 

～ 「ムルソー村の二人の生産者さんを飲み比べてみましょう！」 ～ 

 

☆ 2014 ブルゴーニュ・ブラン・キュヴェ・ド・ラ・シャトレヌ(ベルトラン・ダルヴィオ) 

☆ 2015 ブルゴーニュ・シャルドネ(ジャン・マリー・ブズロー) 

 

☆ 2014 ムルソー・クロ・ド・ラ・ヴェル(ベルトラン・ダルヴィオ) 

☆ 2015 ムルソー・ブラン(ジャン・マリー・ブズロー) 

 

☆ 2014 ムルソー1級レ・カイユレ(ベルトラン・ダルヴィオ) 

☆ 2014 ムルソー1級シャルム(ジャン・マリー・ブズロー) 

 

 

＊ワインは変更になる場合もございます。 


