世界最高峰の響き、超一流の個人技と
アンサンブルの妙技に酔いしれる
『極上の時間』
。

※このページの写真は 2018 年の記録写真です。

ARK Hills Music Weekは、都市文化を楽しむライフスタイルを提案するアークヒルズと、世界の音楽芸術に
触れる機会を創造しているサントリーホールが、音楽をより多くの方に身近に楽しんでいただくことを目的に2011年
にスタートした街の音楽祭です。そのオープニングを飾るコンサート・シリーズとして、世界的に大活躍中のピアニ
スト辻井伸行と、ヴァイオリニストの三浦文彰をアーティスティック・リーダーに迎え、音楽の殿堂サントリーホールを
アーク

舞台に、世界トップクラスのアーティストが競演する
〈サントリーホール A RK クラシックス〉が昨年スタート！ 満員の
会場と共に、アーク・カラヤン広場での無料のライブ・ビューイングにも大勢の音楽ファンが集結する「世界最高峰
のクオリティ」と
「良質なエンタテインメント」が融合した魅力あふれるフェスティバルに進化を遂げました。
そして 2019 年は、欧米で活躍する一流のソリストたち、指揮者とオーケストラが参加するばかりでなく、
「 ARK

2019 年10月4日（金）〜 13日（日）
アークヒルズ界隈が音楽に包まれる街の音楽祭。

2011年の開始以来、アーク・カラヤン広場を中心に
サントリーホール、ホテル、美術館、大使館、レストランなど
様々な場所でコンサートを開催しています。

シンフォニエッタ」という新しい室内オーケストラも誕生します。
東京の中心、そして日本のクラシックシーンの中心であるサントリーホールが舞台だからこそ実現できる極上の
コンサートの数々を、どうぞお楽しみください！

スケジュール 等の詳 細は、今 後アークヒルズの 公 式 ホームページにて順 次公開します。

www.arkhills.com

〈サントリーホール ARKクラシックス〉2019 年

スペシャル・ゲスト・アーティスト

ジュリアン・ラクリン

ロビン・ティチアーティ指揮
ベルリン・ドイツ交響楽団

（指揮・ヴァイオリン・ヴィオラ）

Julian Rachlin,
conductor, violin, viola

現在最も注目と尊敬を集めているヴァイオリニストのひとり。1988 年ユーロ

ヴィジョン・ヤング・ミュージシャンズのグランプリ獲得をきっかけに、史上最

年少のソリストとしてムーティ指揮ウィーン・フィルと共演。以 来 30 年に亘り

Robin Ticciati, conductor
Deutsches Symphonie-Orchester
Berlin
ロンドン生まれの新進気 鋭の指 揮者として欧米で高い注目を集めるロビン・
ティチアーティが、2017年から音楽監督を務めるドイツの名門オーケストラ、
ベルリン・ドイツ交 響楽団を率いて来日。
〈 ARKクラシックス〉にスペシャル・

世界の著名指揮者、オーケストラと共演を重ねている。近年は指揮者として

ゲストとして参加し、アーティスティック・リーダーの三浦文彰と辻井伸行を

も活躍しており、現在ロイヤル・ノーザン・シンフォニアとトゥルク・フィルハーモ

ソリストに迎えた豪華なコンサートを開催する。演奏曲は、それぞれがベル

ニー管弦楽団の首席客演指揮者を務めている。またパルマ・デ・マヨルカ（スペ

リン・ドイツ交 響 楽団とレコーディングを行っている名作 メンデルスゾーン：

イン）でジュリアン・ラクリン＆フレンズ・フェスティバルを開いている。
本年の
〈 ARK クラシックス〉では、ヴァイオリン、ヴィオラ奏者として三浦文彰
らと室内楽で共演するほか、ARKシンフォニエッタを指揮し、ヴィヴァルディ

ヴァイオリン 協 奏 曲と ラフマニノフ：ピ アノ協 奏 曲 第 2 番 を披 露 するほ か、

オーケストラの醍 醐 味を堪 能できる後 期ロマン 派を代 表する名作 R.シュト
ラウス：ドン・ファンを演奏する。

とピアソラの《ふたつの四季》
、モーツァルト：ディヴェルティメント K.136 の

指揮を務める。

ARK

〈サントリーホール ARKクラシックス〉2019 年

アレクサンドラ・コヌノヴァ

Artistic Leaders

CLASSICS
僕はピアニストなので、リサイタルはひとりだけの世界ですし、リサイタル以外

第 2 回目となる
〈 ARKクラシックス〉
、
今年も辻井伸行さんと共に迎えられたこと

では海外でもオーケストラとの共演が多いので、室内楽を演奏する機会はこれ

をとても嬉しく思います。今回は、
世界の第一線で活躍するジュリアン・ラクリン、

ゲスト・アーティスト

（ヴァイオリン）

（ヴァイオリン）

川久保賜紀

サラ・マクエルレイヴィ
（ヴァイオリン・ヴィオラ）

（ヴィオラ）

Alexandra Conunova, violin

Tamaki Kawakubo, violin

Sarah McElravy, violin, viola

Yasuhiro Suzuki, viola

ボリス・アンドリアノフ

遠藤真理

ヨナタン・ローゼマン

三浦友理枝

Boris Andrianov, cello

Mari Endo, cello

Jonathan Roozeman, cello

Yurie Miura, piano

（チェロ）

（チェロ）

鈴木康浩

（チェロ）

（ピアノ）

ARKシンフォニエッタ

まであまりありませんでしたが、三 浦文彰さんと共演する機会を得て、個性の

そしてヴァルヴァラ、ヨナタン・ローゼマン、アレクサンドラ・コヌノヴァ、ボリス・

違う演奏 家の音 楽 性が共鳴し、時には ぶ つかり合う室内楽の素晴らしさを体

アンドリアノフ、サラ・マクエルレイヴィといった若手のトップ・アーティストたち

ARK Sinfonietta

験することができ、室内楽の魅力に強く惹かれました。
〈 ARKクラシックス〉
を

が 参加してくださいます。彼らは、僕の大好きな友人たちです。また、ロビン・ティ

「ARKシンフォニエッタ」は、
〈サントリーホール ARKクラシックス〉のレジ

通じて、三浦さんや欧米で活躍する仲間たちと一緒に、サントリーホールを舞台

チアーティ指揮ベルリン・ドイツ交響楽団との一回限りのコンサートなど、今年

に、毎年、室内楽の魅力を皆さんに紹介して、ひとりでも多くの方に室内楽の魅

も豪華な演奏会が盛り沢山です。そして今回、念願の室内オーケストラ、
「ARK

力を楽しんでいただきたいと思います。
〈 ARKクラシックス〉をよろしくお願い

シンフォニエッタ」が 誕生します。僕 が 信 頼する日本の 若手 演 奏 家 たちによる

します！

アンサンブルです。僕たちの世代が奏でる音楽に、どうぞご期待ください。
ピアニスト

辻井伸行

ヴァイオリニスト

辻井伸行（ピアノ） Nobuyuki Tsujii, piano

三浦文彰（ヴァイオリン） Fumiaki Miura, violin

三浦文彰

2009 年 6月に米国テキサス州フォートワースで行われた第13 回ヴァン・クライバーン

2009 年ハノーファー国際コンクールに史上最年少の16 歳で優勝。18 年は、ロンドン

国際ピアノ・コンクールで日本人として初優勝して以来、国際的に活躍している。カーネ

でズーカーマン指揮 ロイヤル・フィルと、サンクトペテルブルクの白夜祭でゲルギエフ

ギーホール、ウィーン楽友協会、ベルリンのフィルハーモニー等で演奏会を定期的に行

指 揮マリインスキー劇 場 管と共 演して大 成 功をおさめる。また〈サントリーホール

い、ロンドンの「プロムス」やサンクトペテルブルクの白夜祭等の世界的な音楽祭にも
数多く出演している。継続的にCD を発表し、2 度の日本ゴールドディスク大賞を受賞。

ARK クラシックス〉のアーティスティック・リーダーに就任。NHK 大河ドラマ「真田丸」
テーマ音楽を演奏したことや TBS 系「情熱大陸」への出演も大きな話題に。CD はエイ

作曲家としても注目され、映画《神様のカルテ》で「第 21回日本映画批評家大賞」受賞。

ベックス・クラシックスよりリリース。使用ヴァイオリンは、宗次コレクションより貸与

〈サントリーホール ARKクラシックス〉のアーティスティック・リーダーに就任。
2018年、

されたストラディヴァリウス

1704 年製作 "Viotti"。

デ ント・オー ケストラとして 2019 年 に発 足する室 内 オー ケストラ。
〈 ARKク

ラシックス〉のアーティスティック・リーダーを務める三 浦文彰の呼びかけに

より、著名なコンクールでの受賞 歴を誇る優 秀な若手演奏家たちが集 結し、
コンサートマスターは 東 京フィル のコンサートマスター三 浦 章 宏が 務める。

ヴァルヴァラ

曽根麻矢子

（ピアノ）

（チェンバロ）

VARVARA, piano

Mayako Sone, cembalo

Photos
Fumiaki Miura & Nobuyuki Tsujii: Ⓒ Yuji Hori
Julian Rachlin: Ⓒ Ashley Klassen, Janine Guldener
Robin Ticciati: Ⓒ Monica Menez, Kai Bienert
Alexandra Conunova: Ⓒ Julia Wesel
Tamaki Kawakubo: Ⓒ Yuji Hori
Sarah McElravy: Ⓒ Julia Wesley
Mari Endo: Ⓒ Yusuke Matsuyama（chiyoda-studio）
Jonathan Roozeman: Ⓒ Heikki Tuuli
Yurie Miura: Ⓒ Yuji Hori
Varvara: Ⓒ Jordi Roca
Mayako Sone: Ⓒ Noriyuki Kamio
Deutsches Symphonie-Orchester Berlin: Ⓒ Frank Eidel, Kai Bienert

〈 ARKクラシックス〉のレジデント・オーケストラとしての活動の他、辻井伸行
や三浦文彰との全国ツアーなど、今後、幅広い活躍が期待されている。

コンサートマスター

ヴィオラ

三浦章宏

大角 彩 鈴村大樹
横溝耕一

ヴァイオリン

チェロ

会田莉凡 小川響子 小川恭子
大江 馨 尾張拓登 景澤恵子
城戸かれん 篠原悠那
戸澤采紀 二瓶真悠 松浦奈々

伊東 裕 香月 麗
清水詩織

瀧本麻衣子

黒川実咲

コントラバス

片岡夢児

加藤雄太

ブルーローズ

（小ホール）

公演

1

サントリーホール

前夜祭

ARK クラシックス

10月4日（金）19：00開演
全席指定 12 ,000 円（税込）
公演時間：約 2 時間（途中休憩あり）

大ホール

公演

2

サントリーホール

ARK クラシックス

三浦文彰 & 辻井伸行

10月 5日（土）12：00開演

全席指定 S 席 12 ,000 円 A 席 10,000 円
B席 8 ,000 円 C 席 6 ,000 円 D 席 4,000 円（税込）
公演時間：約1時間 30 分（途中休憩あり）

ブルーローズ

（小ホール）

公演

3

サントリーホール

ARK クラシックス

ラクリン & ARKシンフォニエッタ
《ふたつの四季》

10月 5日（土）14：00開演

サントリーホール
ARKクラシックス
2019年のTOPICS

グリエール：ヴァイオリンとチェロのための二重奏曲
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第 23 番《熱情》
チャイコフスキー：弦楽六重奏曲《フィレンツェの思い出》
辻井伸行（ピアノ）、三浦文彰（ヴァイオリン）
アレクサンドラ・コヌノヴァ（ヴァイオリン）、ジュリアン・ラクリン（ヴィオラ）
サラ・マクエルレイヴィ（ヴィオラ）、ヨナタン・ローゼマン（チェロ）
ボリス・アンドリアノフ
（チェロ）

バッハ：無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第 3 番
ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第1番《雨の歌》
フランク：ヴァイオリン・ソナタ

人 気アーティスト、
辻井伸行と三浦文彰が
豪華アーティストと共演

三浦文彰（ヴァイオリン）、辻井伸行（ピアノ）

世界的ヴァイオリニスト、
ジュリアン・ラクリンをはじめとする
豪華ゲスト・アーティストが多数参加

ヴィヴァルディ：四季
ピアソラ：ブエノスアイレスの四季
ジュリアン・ラクリン（指揮・ヴァイオリン）
ARKシンフォニエッタ

欧米で大 注目の新進 気鋭の指揮者
ロビン・ティチアーティが手兵の
ベルリン・ドイツ交響楽団を率いて参加

全席指定 6 ,000 円（税込）
公演時間：約1時間 30 分（途中休憩あり）

公演

4

サントリーホール

ARK クラシックス

川久保賜紀 遠藤真理
三浦友理枝 トリオ

10月 5日（土）17：30開演
全席指定 6 ,000 円（税込）
公演時間：約1時間（途中休憩なし）

大ホール

公演

5

サントリーホール

ARK クラシックス

ラクリン 三浦文彰 辻井伸行
& ARKシンフォニエッタ

ブルーローズ

（小ホール）

6

サントリーホール

ドヴォルザーク：4つのロマンティックな小品
ショスタコーヴィチ：ピアノ三重奏曲 第1 番 / 他

室内楽コンサート

10月 6日（日）12：00開演
全席指定 6 ,000 円（税込）
公演時間：約1時間（途中休憩なし）

大ホール

公演

7

サントリーホール

ARK クラシックス

ジュリアン・ラクリン（ヴァイオリン）、サラ・マクエルレイヴィ（ヴァイオリン）
アレクサンドラ・コヌノヴァ（ヴァイオリン）、ヨナタン・ローゼマン（チェロ）
ボリス・アンドリアノフ
（チェロ）、ヴァルヴァラ（ピアノ）

R.シュトラウス：ドン・ファン

メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲
ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第 2 番
三浦文彰（ヴァイオリン）、辻井伸行（ピアノ）
ロビン・ティチアーティ指揮 ベルリン・ドイツ交響楽団

全席指定 S 席 20,000 円 A 席 17,000 円
B席 14,000 円 C 席 11,000 円 D 席 8 ,000 円（税込）
公演時間：約 2 時間（途中休憩あり）

ブルーローズ

（小ホール）

公演

8

サントリーホール

ARK クラシックス

曽根麻矢子《ゴルトベルク》

10月 6日（日）17：00開演

バッハ：ゴルトベルク変奏曲
曽根麻矢子（チェンバロ）

公演

9

サントリーホール

ARK クラシックス

スペシャル・コンサート

シューマン：ピアノ五重奏曲
坂本龍一組曲
シェーンベルク：浄められた夜

全席指定 S 席 12 ,000 円 A 席 10,000 円
B席 8 ,000 円 C 席 6 ,000 円 D 席 4,000 円（税込）
公演時間：約 2 時間（途中休憩あり）

辻井伸行（ピアノ）、ヴァルヴァラ（ピアノ）、三浦友理枝（ピアノ）
三浦文彰（ヴァイオリン）、川久保賜紀（ヴァイオリン）
ジュリアン・ラクリン（ヴィオラ）、遠藤真理（チェロ）
ヨナタン・ローゼマン（チェロ）、ボリス・アンドリアノフ
（チェロ）、他

10月 6日（日）19：00開演

19：00 開演

（開場18：30）
公演時間

［約2時間］

（途中休憩あり）

サントリーホール

ブルーローズ
（小ホール）
料金

全席指定（税込）
12,000 円

公演

1

ARK Hills Music Week 2019 の 開 幕を
！ 世界 的
祝う一 夜 限りの豪 華なコン サート

アーティストの息づかいまで感じることがで
きる 380席限 定の特別な音響空間で、アー

ティストと共に感動を共有する特別な一夜！

サントリーホール

ARKクラシックス

前夜祭
Opening Concert

全席指定 6 ,000 円（税込）
公演時間：約1時間 30 分（途中休憩あり）

大ホール

10 ／4
［金］

三浦文彰 辻井伸行
ティチアーティ指揮 ベルリン・ドイツ交響楽団

10月 6日（日）14：00開演

アーク・カラヤン広場では
主要コンサートの
ライブ・ビューイングを実施

モーツァルト：ディヴェルティメント K.136
バッハ：2 つのヴァイオリンのための協奏曲 BWV1043
ショパン：ピアノ協奏曲第1番［弦楽合奏版］
辻井伸行（ピアノ）、三浦文彰（指揮・ヴァイオリン）
ジュリアン・ラクリン（指揮・ヴァイオリン）
ARKシンフォニエッタ

ARK クラシックス

若手演奏家が集結した
新しい室内オーケストラ、
「 ARK シンフォニエッタ」が 誕生

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）

10月 5日（土）19：00開演

全席指定 S 席 12 ,000 円 A 席 10,000 円
B席 8 ,000 円 C 席 6 ,000 円 D 席 4,000 円（税込）
公演時間：約 2 時間（途中休憩あり）

公演

ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ［ピアノ三重奏版］
ラヴェル：マ・メール・ロワ［ピアノ三重奏版］
ラヴェル：ピアノ三重奏曲

/他

グリエール：
ヴァイオリンとチェロのための二重奏曲
三浦文彰（ヴァイオリン）
ヨナタン・ローゼマン（チェロ）

ベートーヴェン：
ピアノ・ソナタ第23番 ヘ短調
辻井伸行（ピアノ）

Op.39

Op.57《熱情》

チャイコフスキー：
弦楽六重奏曲 Op.70
《フィレンツェの思い出》
三浦文彰（ヴァイオリン I ）
アレクサンドラ・コヌノヴァ（ヴァイオリン II ）
ジュリアン・ラクリン（ヴィオラ I ）
サラ・マクエルレイヴィ（ヴィオラ II ）
ヨナタン・ローゼマン（チェロ I ）
ボリス・アンドリアノフ（チェロ II ）

10／ 5
［土］

公演

2

12：00 開演

（開場11：30）
公演時間

［約1時間 30 分］
（途中休憩あり）

サントリーホール

大ホール
料金

全席指定（税込）

S 席 12,000 円
A 席 10,000 円
B席 8,000 円
C席 6,000 円
D席 4,000 円

サントリーホール

ARKクラシックス

三浦文彰 & 辻井伸行
Fumiaki Miura and Nobuyuki Tsujii / Duo Recital

バッハ：
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第3番 ホ長調
ブラームス：
ヴァイオリン・ソナタ第1番 ト長調

BWV1006

Op.78《雨の歌》

フランク：
ヴァイオリン・ソナタ イ長調

10／ 5
［土］

17：30 開演

（開場17：00）
公演時間

［約1時間］

（途中休憩なし）

サントリーホール

ブルーローズ

公演

4

ソリストとして大活躍中の豪華メンバーによる 夢のトリオ とも称される人気ピアノ・トリオが登場！

2019 年は結成10 年を迎え、ニュー・アルバムの制作やツアーが予定されています。
高い音楽性に裏付けられた華麗で完璧なアンサンブルはピアノ・トリオの新時代の到来を予感させます。

サントリーホール

川久保賜紀 遠藤真理 三浦友理枝
トリオ
Tamaki Kawakubo, Mari Endo, Yurie Miura / Piano Trio

（小ホール）

ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ［ピアノ三重奏版］
ラヴェル：マ・メール・ロワ［ピアノ三重奏版］
ラヴェル：ピアノ三重奏曲 イ短調

料金

三浦文彰（ヴァイオリン）、辻井伸行（ピアノ）

ARKクラシックス

全席指定（税込）
6,000 円

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）

〈 ARKクラシックス〉
のアーティスティック・リーダーを務めるふたりに

よるドリーム・デュオ！2009 年、
ともに圧倒的なパフォーマンスで世界的
コンクールを若くして制覇し、
その後世界中で活躍する日本を代表する
アーティストの共演は、息をのむほどの緊張感と圧巻の高揚感が共存し、
生演奏ならではの醍醐味を十二分に堪能できます。

10／ 5
［土］

14：00 開演

（開場13：30）
公演時間

［約1時間 30 分］
（途中休憩あり）

サントリーホール

ブルーローズ
（小ホール）
料金

全席指定（税込）
6,000 円

公演

3

サントリーホール

ARKクラシックス

ラクリン& ARKシンフォニエッタ
《ふたつの四季》
Julian Rachlin and ARK Sinfonietta / 8 Seasons

ヴィヴァルディ：ヴァイオリン協奏曲集《四季》
ピアソラ：ブエノスアイレスの四季（デシャトニコフ編）
ジュリアン・ラクリン（指揮・ヴァイオリン）
ARKシンフォニエッタ

三浦文彰の師のひとりでもあり、現代を代表するヴァイ
オリニストとして世界中の一流オーケストラやアーティ
ストと共 演を繰り広げ てい るジュリアン・ラクリン が、
〈 ARKクラシックス〉のために来日！若手演奏家が集結
し、新たに結成される室内オーケストラ「ARKシンフォニ
エッタ」の記念すべきデビュー・コンサートの指揮とソロ
を担います。華麗な弦楽器のアンサンブルが魅力のヴィ
ヴァルディとピアソラの代表作《四季》を披露！

10／ 5

公演

5

［土］

2019 年の〈 ARKクラシックス〉をリードする三浦文
彰、辻井伸行、ジュリアン・ラクリンの 3 人のソリストが、

19：00 開演

（開場18：30）
公演時間

若手音楽家を中心に新たに結成される室内オーケス

［約2時間］

トラ「 ARK シンフォニエッタ」を率いて、人気作品を披

（途中休憩あり）

露する超豪華なコンサート！ ソリストの魅力がオーケ
ストラに共鳴して圧倒的な感動を生み出します。

サントリーホール

大ホール
料金

全席指定（税込）

S 席 12,000 円
A 席 10,000 円
B席 8,000 円
C席 6,000 円
D席 4,000 円

サントリーホール

ARKクラシックス

ラクリン 三浦文彰 辻井伸行
& ARKシンフォニエッタ
Julian Rachlin, Fumiaki Miura, Nobuyuki Tsujii and ARK Sinfonietta
モーツァルト：ディヴェルティメント ニ長調
ジュリアン・ラクリン指揮 ARKシンフォニエッタ

K.136

バッハ：2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調

BWV1043

ジュリアン・ラクリン（指揮・ヴァイオリン）、三浦文彰（ヴァイオリン）、ARKシンフォニエッタ

ショパン：ピアノ協奏曲第1番 ホ短調

Op.11［弦楽合奏版］

辻井伸行（ピアノ）、三浦文彰指揮 ARKシンフォニエッタ

10／ 6

10／ 6

公演

6

［日］

〈 ARKクラシックス〉のために来日する海外の豪華アーティストによる

12：00 開演

華麗な室内楽コンサート！ ヴァイオリンとピアノ、チェロ・デュオ、ピアノ・

（開場11：30）
公演時間

［約1時間］

サントリーホール

ブルーローズ
（小ホール）

（開場16：30）

サントリーホール

［約1時間 30 分］

ARKクラシックス

ラヴェル：ラ・ヴァルス

全席指定（税込）
6,000 円

公演時間
（途中休憩あり）

サントリーホール

ブルーローズ
（小ホール）

Chamber Music Concert

料金

17：00 開演

トリオなど室内楽の魅力を凝縮した極めて充実度の高いコンサートです。

室内楽コンサート

（途中休憩なし）

［日］

料金

ヴァルヴァラ（ピアノ）

ドヴォルザーク：4つのロマンティックな小品
ジュリアン・ラクリン（ヴァイオリン）、
ヴァルヴァラ（ピアノ）

Op.75

全席指定（税込）
6,000 円

ショスタコーヴィチ：2つのヴァイオリンとピアノのための 5つの小品

ジュリアン・ラクリン（ヴァイオリン I ）、サラ・マクエルレイヴィ（ヴァイオリン II ）、ヴァルヴァラ（ピアノ）

カサド：無伴奏チェロ組曲：第 3 楽章

8

世界的チェンバロ奏者、曽根麻矢子によるバッハのゴルトベ
ルク変奏曲の全曲演奏が実現！ CDでも高い評価を集めて
いる曽根麻矢子の《ゴルトベルク》ですが、コンサートで披露
するのは数年ぶりの希少な機会となります。また、今回はチェ
ンバロ制作の名匠デイヴィッド・レイが、曽根麻矢子のために
長い期間をかけて制作した、芳醇な響きが魅力のチェンバロ
で演奏されることにも高い注目が集まります。

サントリーホール

ARKクラシックス

曽根麻矢子
《ゴルトベルク》
Mayako Sone / Goldberg

ヨナタン・ローゼマン（チェロ）

バッハ：ゴルトベルク変奏曲

2 つのチェロのための小品［バリエール、パガニーニ、グセフの作品］

曽根麻矢子（チェンバロ）

ボリス・アンドリアノフ（チェロ）、ヨナタン・ローゼマン（チェロ）

ショスタコーヴィチ：ピアノ三重奏曲第1番 ハ短調

公演

BWV988

Op.8

アレクサンドラ・コヌノヴァ（ヴァイオリン）、ボリス・アンドリアノフ（チェロ）、ヴァルヴァラ（ピアノ）

10／ 6
［日］

10／ 6

公演

7

（開場18：30）

公演時間

公演時間

［約 2 時間］

（途中休憩あり）

料金

〈 ARKクラシックス〉のために集まった豪華な演奏家

19：00 開演

（開場13：30）

大ホール

9

［日］

14：00 開演

サントリーホール

公演

が一堂に会する、まさにスペシャルな一期一会のコン

！ 辻井伸行がコンクールで演奏したシューマン
サート

［約2時間］

のピアノ五重奏曲を豪華メンバーとの共演で披露する

サントリーホール

オ作品、圧巻の豪華メンバーによるシェーンベルクの

ほか、人気トリオによる坂本龍一作・編曲のピアノ・トリ

（途中休憩あり）

〈 ARKクラシックス〉に、
今、
欧米で
もっとも注目を集める新進気鋭の
天才指揮者ロビン・ティチアーティ

全席指定（税込）

率いるドイツの名門オーケストラ、

S席 20,000 円
A 席 17,000 円
B席 14,000 円
C 席 11,000 円
D席 8,000 円

ベルリン・
ドイツ交 響 楽団が初 登
場！ ふたりのアーティスティック・
リーダーがもっとも得意とする人
気協 奏曲で共 演する豪華絢爛な
コンサートです。

サントリーホール

ARKクラシックス

三浦文彰 辻井伸行
ティチアーティ指揮
ベルリン・ドイツ交響楽団
Deutsches Symphonie-Orchester Berlin
Robin Ticciati, conductor
Fumiaki Miura, violin Nobuyuki Tsujii, piano

R.シュトラウス：交響詩《ドン・ファン》Op.20
メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 Op.64
三浦文彰（ヴァイオリン）

ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番 ハ短調
辻井伸行（ピアノ）

ロビン・ティチアーティ指揮 ベルリン・ドイツ交響楽団

Op.18

大ホール

名作《浄められた夜》
など、
〈ARKクラシックス〉のフィ
ナーレを飾るにふさわしい超豪華な一夜です。

料金

全席指定（税込）

S 席 12,000 円
A 席 10,000 円
B席 8,000 円
C席 6,000 円
D席 4,000 円

サントリーホール

ARKクラシックス

スペシャル・コンサート
Special Concert

シューマン：3 つのロマンス
三浦文彰（ヴァイオリン）
ヴァルヴァラ（ピアノ）

Op.94

坂本龍一 組曲
ラスト・エンペラー / シェルタリング・スカイ

M.A.Y. in The Backyard

メリークリスマス・ミスター・ローレンス
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）

シューマン：ピアノ五重奏曲 変ホ長調
辻井伸行（ピアノ）、三浦文彰（ヴァイオリン）
川久保賜紀（ヴァイオリン）、鈴木康浩（ヴィオラ）
ヨナタン・ローゼマン（チェロ）

シェーンベルク：浄められた夜

Op.4

Op.44

アレクサンドラ・コヌノヴァ（ヴァイオリン I ）
サラ・マクエルレイヴィ（ヴァイオリン II ）
ジュリアン・ラクリン（ヴィオラ I ）、三浦文彰（ヴィオラ II ）
ボリス・アンドリアノフ（チェロ I ）、ヨナタン・ローゼマン（チェロ II ）

サントリーホール

ARK クラシックス

サントリーホール 大ホール &ブルーローズ（小ホール） 全 9 公演スケジュール

10月 4日（金）

10月5日（土）

ブルーローズ

大ホール

10月6日（日）
大ホール

ブルーローズ

12：00 開演

公演

ブルーローズ

12：00 開演

2

三浦文彰 & 辻井伸行

公演

6

室内楽コンサート

12：00 - 13：30

12：00 - 13：00

14：00 開演

公演

3

ラクリン& ARKシンフォ
ニエッタ《ふたつの四季》
14：00 - 15：30

14：00 開演

公演

7

三浦文彰 辻井伸行
ティチアーティ指揮
ベルリン・ドイツ交響楽団
14：00 - 16：00

17：30 開演

公演

17：00 開演

4

川久保賜紀 遠藤真理
三浦友理枝 トリオ

公演

19：00 開演

1

前夜祭

公演

ラクリン 三浦文彰 辻井伸行
& ARKシンフォニエッタ

19：00 - 21：00

17：00 - 18：30

19：00 開演

5

8

曽根麻矢子
《ゴルトベルク》

17：30 - 18：30

19：00 開演

公演

公演

9

スペシャル・コンサート
19：00 - 21：00

19：00 - 21：00

◆ 料金（全席指定・税込）
公演

1 12,000円

公演

公演

3

6

公演

4

公演

2

公演

公演

5

公演

9 S席 12,000円 A席 10,000円 B 席 8,000円 C 席 6,000円 D席 4,000円

8 6,000円

公演

7 S席 20,000円 A席 17,000円 B 席 14,000円 C 席 11,000円 D席 8,000円

チケット発売：2019 年 6 月 8日（土）午前10 時より
◆ ご予約・お問い合わせ

◆ プレイガイド

サントリーホールチケットセンター

チケットぴあ

0570 - 55 - 0017

http://suntory.jp/HALL/

チケットスペース

03 -3234 -9999

0570 - 02-9999

http://w.pia.jp/t/ark/

大ホール公演（Pコード：148 -254）
ブルーローズ公演（Pコード：148 -252）

（10：00 〜18：00 休館日をのぞく）

ローソンチケット

0570 - 000 - 407

http://l-tike.com/ark

大ホール公演（Lコード：35118）
ブルーローズ公演（Lコード：35120）

※未就学児童のご入場はお断りいたします。
※止むを得ない事情により出演者・曲目・曲順等が変更になる場合がございます。
※車椅子でご来場されるお客様は
ご購入前に必ずチケットスペース 03 - 3234 - 9999 までお問い合わせください。

主催／企画・制作：サントリーホール

イープラス

http://eplus.jp/

セブンチケット

http:// 7ticket.jp/
全国のセブン- イレブン店頭マルチコピー機

エイベックス・クラシックス・インターナショナル

制作協力：森ビル

インタースペース

協力：AMATI

