アークヒルズ音楽週間2016
10.1 sat 〜10.15 sat
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ウィーン・フィル
「ライブ・ビューイング」
Vienna Philharmonic Orchestra “Live Viewing”

サントリーホール開館30周年を記念した、スペシャルなコンサートを広場でライブ中継。
ドリンクを片手に、世界最高峰のクラシック音楽をお楽しみください。

1

サントリーホール30周年記念ガラ・コンサート
ズービン・メータ指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
Suntory Hall 30th Anniversary Gala Concert Vienna Philharmonic Orchestra

アーク・カラヤン広 場［ AR K Ka ra j a n Pl a ce ］
ウィーン・フィルハーモニー管 弦 楽 団が出演する
「サントリーホール 30 周年記念ガラ・コンサート」か
ら、ウィンナ・ワルツを中心に演奏される第三部を大
型ビジョンで生中継。ワインやビールを片手に世界最
高峰の音楽に酔いしれる…本場ウィーンの “ カラヤン
広場 ” のような雰囲気に包まれる 2 日間です。なお、
ライブ・ビューイングに先立ち、映像や生演奏をお楽
しみいただく〈プレプログラム〉がございます。
〈ﾌﾟﾚﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ〉〈ﾗｲﾌﾞ
･ﾋﾞｭｰｲﾝｸﾞ〉

・10/1（sat）17:00頃 〜 19:55頃 〜 ※45分程度
・10/2（sun）
15:00頃 〜 17:55頃 〜 ※45分程度
・問合せ:03-6406-6663（森ビル株式会社）

音 楽がであう。音楽にであう。
大 人から子 供まで、多くの笑 顔と感 動を生み出してきた
秋を彩る恒 例イベント「アークヒルズ音 楽 週 間 」が
今年は2週 間に拡 大して開 催されます。
アーク・カラヤン広 場を中心に、
サントリーホール、美 術 館 、大 使 館 、レストランなど
様々な場 所で響き渡る、楽しく美しい音 楽 。
音と環 境の融 合が生むのは、新たな出会いと絆です。
ここにしかない楽しい「きっかけ」をアークヒルズで探してみませんか。

スケジュール・MAPは10・11ページをご覧ください。

※原則お立ち見となります。
お席の場所取りなどはご遠慮ください
※混雑する場合、
入場制限の可能性がございます
※雨天決行・荒天中止

©Terry Linke

シャンパンや
オードブル
も
一 緒 に 楽し
める

ガラ・コンサートのオープニングを飾る！

2 ガラ・コンサート 特別ファンファーレ
Gala Concert Special Fanfare

オープンバー
by ANAインターコンチネンタルホテル東京
Open Bar - ANA InterContinental Tokyo-

サントリーホール正面入口［Suntory Hall Main Entrance］

アーク・カラヤン広場［ARK Karajan Place］

「ガラ・コンサート」の開場にあわせ
て、サントリーホールの正面入口前
で特別ファンファーレを演奏します。

秋空の下でホテルセレクションのシャンパンやビール、
アペタイザーを楽しみながら、ライブ・ビューイング
で世界最高峰の音楽を満喫ください。

・10/1（sat）16:50頃
10/2（sun）14:50頃
・出演:
ウィーン・フィルハーモニー
管弦楽団メンバー（予定）

・10/1（sat）16:00〜21：00頃
10/2（sun）14:00〜19：00頃
・問合せ:03-3505-1111

※10/1
（sat）
のヒルズ マルシェはアークヒルズサウスタワー2Fピロティにて開催します

豪 華な秋の祭 典より
注目のコンサートの一 部をご紹 介 。

サントリーホール スペシャルステージ2016 アンネ=ゾフィー･ムター
Suntory Hall Special Stage 2016 Anne-Sophie Mutter

サントリーホール 大ホール［Suntory Hall Main Hall］
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アンネ=ゾフィー・ムター
©Stefan Höderath/DG
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16:00 〜

室内楽の夕べ 〜ムター・ヴィルトゥオージ
The Night of Chamber Music

・出演:アンネ=ゾフィー･ムター（ヴァイオリン）、
ランバート･オルキス
（チェンバロ）、
ムター・ヴィルトゥオージ、サントリーホール室内楽アカデミー選抜メンバー
料金:S席 ¥12,000 〜 学生 ¥1,000

ヴァイオリン・リサイタル
Violin Recital

・出演:アンネ=ゾフィー・ムター（ヴァイオリン）、
ランバート・オルキス
（ピアノ）
料金:S席 ¥18,000 〜 学生 ¥1,000

協奏曲の夕べ

The Night of Concerto
・出演:アンネ=ゾフィー･ムター（ヴァイオリン）、
クリスティアン・マチェラル（指揮）、
新日本フィルハーモニー交響楽団（管弦楽）
料金:S席 ¥20,000 〜 学生 ¥1,000
※問合せ:0570-55-0017
（サントリーホールチケットセンター）
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コンサートイベント
Concert Event
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※日曜日は除く
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ANAインターコンチネンタルホテル東京コンサート

1

10

wed.
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レストラン コンサート

ANAインターコンチネンタルホテル東京
STANDARD JAZZライブ

スターバックス コーヒー
ミュージックライブ

ANA InterContinental Tokyo STANDARD JAZZ Live

STARBUCKS COFFEE Music Live

ピアノをメインに、サックス、ク
ラリネットなどの組み合わせに
よる生演奏を行います（1 日 4
回・1 ステージ 40 分）
。上質
な空間で、ジャズの心地良い
音色をご堪能ください。
・①16:50 〜17:30
②18:00 〜18:40

sun.
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アークエリア コンサート

ロビーコンサート

泉屋博古館分館 ホール
［Sen-oku Hakuko Kan Museum,Tokyo Hall］
特別展「明治有田 超絶の美」に
あわせ、津軽三味線のコンサート
を行います。2012 年、当時最年少
にして津軽三味線第五代日本一に
輝いた藤井黎元氏の超絶技巧の演
奏を、展示とともにお楽しみください。
藤井黎元

・問合せ:03-5777-8600（ハローダイヤル）
・出演:藤井黎元
（ふじい・れいげん）
・定員:50名 ※当日10:00より入館券をお持ちの方

お一人につき1枚、
座席指定券付整理券を配布

・協力:大倉集古館

mon.

8

mon.

7

ガーデン コンサート

秋津緑

宮川紋実

門真帆

スペイン バレンシアナバル ブリーチョ
［Spain Valenciana Bar Bullicio］

豊かな秋を満 喫

秋のルーフガーデン公開 10/3
（mon）
11:00〜16:00

3

アークエリア コンサート

ホテルオークラ東京

セレブレーションコンサート＆ランチョン

Hotel Okura Tokyo Celebration Concert and Luncheon

ホテルオークラ東京 アスコットホール 地下2階
［Hotel Okura Tokyo Ascot Hall B2F］
ウィーン・フィルのトップメンバー
5 名による特別コンサートを、ホ
テルオークラ東京 洋食調理総料
理長 池田順之氏による特別料理
とともにお愉しみいただきます。
・11:30 〜（11:00受付）
ダニエル・フロシャウアー
・問合せ:03-3224-7688
・料金:￥20,000
（ご昼食・コンサート・サービス料込）
・出演:ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団メンバー
※定員になり次第、
締め切らせていただきます

STARBUCKS COFFEE ARK Hills store
・Vol.2 クラシック音楽の歴史 後編
〈ロマン派〉
・8:00〜9:00
・問合せ:03-6406-6663
・料金:ドリンク1杯ご注文の上ご参加ください
※10/11（tue）
「 Vol.3 クラシック音楽のいま
〈近現代〜現
代〉
」
について詳しくは
【P8】
をご参照ください

日本財団ランチタイムコンサート

サントリーホール ロビーコンサート
Suntory Hall Lobby Concert

サントリーホール ホワイエ（ロビー）
［ Suntory Hall Foyer (Lobby)］
サントリーホール ホワイエの華やかな空間で奏でられる「声楽」と「弦楽四重奏」のコンサート。
出演するのは、サントリーホール アカデミーで学ぶ若き音楽家たち。お昼のひととき、お気軽にお越しください。

オペラ名曲コンサート
Opera Famous Concert

・11:45〜12:15
（11:30開場）
・問合せ:0570-55-0017
・出演: 松藤夢路（ソプラノ）、林眞瑛
（メゾソプラノ）、前田美恵子（ピアノ）
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wed.

5

弦楽四重奏コンサート
String Quartet Concert

・11:45 〜12:15
（11:30開場）
・問合せ:0570-55-0017
・出演:アルネア・カルテット
（弦楽四重奏）

10

wed.

・9/15（thu）、10/27（thu）
各日12:15 〜12:45
・問合せ:0570-55-0017

5

ピティナコンペティション受賞者コンサート

ウイーン国立音楽大学・名誉学長より推薦を受けた音楽大
生が来日し、
「The Old Refrain」
の演奏を行います。

日本最大のピアノコンクール
「ピティナ」
で幼少より入賞を
重ねる18歳のピアニストの演奏をお届けします。

・出演：Helena Schoner、
Guillaume Pasch
（ヴァイオリン）
、
Joachim Kelber
（ヴィオラ）
、
Peter Schneider
（チェロ）

・出演：古海行子
（昭和音楽大学1年、
2015年福田靖子賞第1位）

PTNA Piano Competition Winner's Concert

古海行子

ARCO QUARTET WIEN Hitomi Nakayama
（ピアノ）

6

10

thu.

15

アークエリア コンサート

6

箏とフルートの音
色が秋の月夜に出
逢う…。芸術の秋
のひとときに、クラ
シックから現代曲ま
で気軽に楽しめる
音楽を。

高市雅風

・17:30 〜 ・問合せ:03-6745-5012
・出演:鳥谷部良子
（フルート）
、
高市雅風
（箏）

10

f r i.

16

アークエリア コンサート

鳥谷部良子

7
アークエリア コンサート

アークヒルズ仙石山森タワー
ランチタイムコンサート

アルド・マータによる
チェロコンサート

スウェーデンの原風景に出会う

ARK Hills Sengokuyama Mori Tower
Lunch Time Concert

Cello Concert by Aldo Mata

Welcome to the heart of Sweden Dalarna

駐日スペイン大使館［Embassy of Spain］

駐日スウェーデン大使館 アルフレッドノーベル講堂
[Alfred Nobel Auditorium, Embassy of Sweden in Tokyo]

アークヒルズ仙石山森タワー1階オフィスロビー
［ARK Hills Sengokuyama Mori Tower1F Office Lobby］
日 本 スペ イン 交 流
400 周年を記 念して
設 置されたアートを
背景に、チェロ奏者、
アルド・マータ氏によ
る演奏をお楽しみくだ
さい。

サントリーホール
オルガン プロムナード
コンサート
月1回、木曜日のランチタ
イムに無料のオルガンコ
ンサートを開催。

赤坂インターシティ 1階ロビー
［Akasaka Intercity 1F Lobby］

特別コンサート〜The Old Refrain〜

こちらも入場無料！

4

Akasaka Intercity Lobby Concert
-Encounter of Koto and Flute-

・12:10 〜12:50 ・問合せ:03-6229-5111

4

アークエリア コンサート

〜箏とフルートの出逢い〜

日本財団ビル1階［THE NIPPON FOUNDATION Building 1F］

10

5

赤坂インターシティ
ロビーコンサート

THE NIPPON FOUNDATION Lunch Time Concert

14

サントリーホール コンサート

t ue.

・12:30〜13:00
・問合せ:03-3583-0403

13

アークエリア コンサート

thu.

10

美しい音楽を通して神を想い、
心を静かに憩わせる時を持てる
ようにと願いを込めたコンサー
ト。パイプオルガンや声楽、器
楽の演奏をお楽しみいただけま
す。ご自由にお越しください。

ARK HiLLS CAFÉ

10

9

霊南坂教会
［Reinanzaka Church］

スターバックス コーヒー
アークヒルズ店

Special Concert -The Old Refrain-

・①19:30 〜
② 20:15 〜
磯村幸平
ホセ三浦
・問合せ:03-6277-6842
・料金:ミュージックチャージ無し
・出演:ホセ三浦（パーカッション）、磯村幸平（ギター）

※雨天の場合、
アーク・カラヤン広場にて開催

t hu.

・Vol.1 クラシック音楽の歴史 前編〈バロック〜古典派〉
・8:00〜9:00
・問合せ:03-6406-6663
・料金:¥500（ドリンク付）

t ue.

スパニッシュギターと
打楽器でお届けするス
パニッシュミュージック
ナイト！

・12:15 〜 12:45
・問合せ:03-6406-6663
・出演:武蔵野音楽大学 マリンバ・デュオ

Reinanzaka Church Chapel Concert

6

10

アークヒルズカフェ

11

Spain Valenciana Bar Bullicio Spanish Music Live Vol.1

サントリーホール屋上
に位 置する「ルーフ
ガーデン」
（通常非公
開）にて、一般公開
およびランチタイムコ
ンサートを行います。

アークエリア コンサート

wed.

レストラン コンサート

5

霊南坂教会
チャペルコンサート

10

スパニッシュ・ミュージックライブ Vol.1

アークヒルズ “ルーフガーデン”
［ARK HILLS “Roof Garden”］

4

3

スペイン バレンシアナバル
ブリーチョ

Roof Garden Concert

Lobby concert "Tsugaru shamisen-Virtuoso"

10

10

ルーフガーデンコンサート

「津軽三味線・超絶技巧」

・15:00 〜 16:00

3

様々な人がクラシック音楽に気軽に触れる機会を提供している「朝♪クラ」
（朝クラシックを楽しむ会）が、3 回
にわたり、異なるテーマでクラシック音楽の歴史や、楽曲の説明も交えながら朝の優雅なひと時をご提供します。
あらゆる人が広く楽しめる内容です。ご出勤前にぜひご参加ください。

t ue.

・14:00 〜14:45
・問合せ:03-3224-3495
・出演:秋津緑、宮川紋実、門真帆

③19:20 〜20:00
④20:40 〜21:20
・問合せ:03-3505-1111

10

朝♪クラ モーニングコンサート

10

スターバックス自慢
のコーヒーと上質
な生演奏がコラボ
レーション！ ゆった
りと至福の時間を
お楽しみいただけ
ます。

12

レストラン コンサート

Asa-Kura Morning Concert

スターバックス コーヒー アークヒルズ店
［STARBUCKS COFFEE ARK Hills store］

ANAインターコンチネンタルホテル東京 3階シャンパン・バー［ANA InterContinental Tokyo 3F Champagne Bar］

4

アークエリアが音楽に包まれる2週間。サントリーホール、美術館、大使館、レストランなど、
あらゆる場所で個性豊かなアーティストたちが奏でる楽しい音が街のあちこちに鳴り響きます。

・12:15 〜12:45
・協力:駐日スペイン大使館
・出演:アルド・マータ

多くのコンクールで受賞歴があ
り、スペインやブラジルの音 楽
祭 やリサイタル、 室 内 楽 演 奏
会において、ソリストとして、ま
たオーケストラ指 揮 者として活
動を行うチェロ奏 者・アルド・
マータ氏によるコンサート。
・18:00 〜

〜伝統楽器ニッケルハルパとダーラナ地方〜

アルド・マータ

・問合せ:スペイン大使館Ｅメールによる事前申込
emb.tokio.ofc@maec.es
（先着順）
・出演:アルド・マータ

国の最も優れた伝統民
族音楽家に与えられる
「リクスペルマン・ゴー
ルド」の称号を持つル
イース ビュールンド氏に
よる演奏会。
・18:30〜

・問合せ:03-5562-5094
（スウェーデン観光文化センター）
・出演:ルイース ビュールンド
・申込:WEBサイトからご応募ください（先着順）
https://goo.gl/forms/IDB92OGQezT1DKnm1

※料金の記載が無い演目は、
原則無料でお楽しみ頂けます。
ただし、
レストランコンサートは飲食のご注文が必要となります
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コンサートイベント

今年の秋の三連 休は、アークエリアへ！
毎日異なる特別な音楽体験をご用意しています。

Concert Event

10

10

mon.

インターナショナルなジャズの祭典へようこそ！

セレブレーション・ジャズ！

マイケル・スペンサーと日本フィルの音楽たんけん団
＜ミュージック・セレブレーション!＞

毎 週 、新 鮮
な 野 菜と
つくり手 に
会 える

〜インターナショナルスクールと
在日米陸軍の軍楽隊によるJAZZコンサート

Music Expedition by Michael Spencer and The Japan Philharmonic Orchestra“Music Celebration!”

ヒルズマルシェ

Celebration Jazz!

アーク・カラヤン広場［ARK Karajan Place］

Hills Marche

アーク・カラヤン広場［ARK Karajan Place］

ASIJ&セントメリーズ JAZZバンド

US ARMY “関東ジャズ”コンサート

ASIJ & St.Mary’s JAZZ Band

US Army "Kanto Jazz" Concert

伝統あるインターナショナルスクール 2 校の JAZZ バンドが
登場。若々しくも卓越した演奏をお楽しみください！

日本全域で活躍するジャズ・コンボ、関東ジャズ。スィング、
スタンダード、ロック、ファンクなどに加え、グループ独自の
アレンジによる楽曲も。迫力ある演奏をご堪能ください！

・13:00〜14:30頃
・出演:American School in Japan Jazz Band (ASIJ)
St. Mary's International High School Jazz Band

オーケストラの仲間とともに、親子で楽しむ体験型コンサート

19

アークヒルズ
“まちたんけん”

毎週土曜日10：00〜14：00開催中の
「ヒルズマルシェ」が、1 0 / 1（ 土 ）は会
場を移してサウスタワーにて開催。
また
10/8（ 土）、15（ 土）
はカラヤン広場にて
17：00までに延長開催します！ぜひコン
サートの合間にお立ち寄りください。

・15:00〜16:00頃
・出演:United States Army Japan Band, Kanto Jazz

ARK Hills "Town Explore"

・10/1
（sat）
10:00 〜14:00

・場所:アークヒルズサウスタワー 2階
［ARK Hills South Tower 2F］

マイケル・スペンサー

※通常10:00〜14:00のところ延長営業

・場所:アーク・カラヤン広場
［ARK Karajan Place］

・協力:ANAインターコンチネンタルホテル東京、
アメリカ大使館

sun.

18

音楽は、うれしいときも悲しいときも、いつも皆さんのそばにあります。うれしいことがあったとき、みなさんはどんな音楽で
「お祝い」しますか？今年はアークヒルズが誕生して 30 年、日本フィルハーモニー交響楽団も 60 周年と、めでたい節目の
年です。マイケル・スペンサー氏や日本フィルのメンバーと一緒に、
「お祝い」の音楽を探検しましょう！

9

・①10:45〜11:45、②14:00〜15:00
・問合せ:03-6406-6663
・出演:マイケル・スペンサー、
富樫多紀、
日本フィルの音楽たんけん団（金管アンサンブル）
・予定曲目:ヘンデル:王宮の花火の音楽、
他
・定員:各回80組
（先着・事前申込み制）
・申込:WEBサイトの応募フォームからご応募ください。 www.facebook.com/arkarea

聴いて、触れて、全身で感じる、一日限定の音楽市場！！

ミュージック
・マルシェ
Music Marche

アーク・カラヤン広場［ARK Karajan Place］

楽器体験・
音楽物販ブース
Musical Instruments
Experience and Shop

楽器体験ブースでは、専門家によるレク
チャーのもと様々な楽器を体験できます。
身体で、心で、全身で音楽に触れられる
楽しい時間を、家族や友人と一緒にお楽
しみください。

ミュージック・マルシェ コンサート Music Marche Concert
スズキ･メソード
アンサンブル・コンサート

フルートアンサンブル
トリプティーク コンサート

オークラウロと
ギターのコンサート

Suzuki Method Ensemble Concert

Flute Ensemble
Triptyque Concert

Okraulo and Guitar Concert

世界46か国に展開する音楽教室、
スズキ・メソードの生徒による
アンサンブル・コンサート。
・11:00 〜11:30
・協力:才能教育研究会

・11:00〜17:00

・体験楽器
（予定）
:ヴァイオリン、
ハープ、
フルート、
サックス、
電子ピアノ、
電子ドラム、
電子パーカッション、
オークラウロ、
ハンドベル
・協力:アークヒルズカフェ、
大倉集古館、
銀座十字屋、
銀座山野楽器、
玉川学園、
NAKANO Flute Custom Shop、
ブックハウス神保町、
ローランド株式会社
（五十音順）

・10:00〜16:00
・問合せ:03-6406-6663
・協力:NPO法人CANVAS

元ロンドン交響楽団ヴァイオ
リン奏者、元英国ロイヤル・
オペラ・ハウス教育部長。世
界各地で教育・地域・人材
教育プログラムを開発・実践
し、高い評価を得る。上野学
園大学客員教授。
日本フィル
ハーモニー交響楽団コミュ
ニケーション・ディレクター。

・10/8
（sat）
、
10/15
（sat）
各日10:00〜17:00

10

アークヒルズのまちの中には秘密がたくさ
んひそんでいる？ アーク・カラヤン広場
のテントで地図を手に入れて、アークヒ
ルズのまちたんけんをしてみよう。音楽、
アート、歴史、自然…ふだんは気がつか
ない色々なものが見えてくるかも。

幅広く活躍中のアンサンブル
による美しい三本のフルート
の音色をお楽しみください。
・11:30〜12:00
・出演:鈴木舞、
渡邉加奈、
岩下しのぶ
（フルート）
・協力:銀座山野楽器

オークラウロ
（尺八 フルート
の楽器）
とギターのデュオで、
国内外の名曲やオリジナル曲
を演奏。
・12:30〜13:00
・出演:小湊昭尚
（オークラウロ）
、
丸山力巨
（ギター）
・協力:大倉集古館

小湊昭尚

ローランド ピアノ&
パーカッションステージ

銀座十字屋プレゼンツ
ハープ＆フルートコンサート

ハンドベルコンサート

Roland Piano &
Percussion Stage

Ginza Jujiya Presents
Harp and Flute Concert

デジタル楽器メーカー ロー
ランドがプロデュースするピ
アノとカホンのステージ。

創業142年の銀座十字屋が
プロデュースするハープとフ
ルートによる音楽ライブ。

国内外で豊富な演奏経験を
持つ玉川学園の中高生で構
成されるハンドベルクワイア。

・13:30 〜14:00
・出演:田中葵
（デジタルピアノ）
、
桝谷マリ
（ハイブリッド・カホン）
・協力:ローランド株式会社

・14:30 〜15:00
・出演:中村愛
（ハープ）
、
隈倉麦
（フルート）
・協力:銀座十字屋

Hand Bell Concert

・15:30 〜16:00
・出演:玉川学園ハンドベルクワイア
・協力:玉川学園

丸山力巨

アークヒルズカフェ コンサート
in ミュージック・マルシェ
ARK HiLLS CAFÉ Concert
in Music Marche
“そうだ京都、行こう。” の
CM演奏等で活躍するトラン
ぺッターが登場！
・16:30 〜17:00
・出演:島裕介
（トランペット）
、
齋藤純一
（ギター）
・協力:アークヒルズカフェ

10

sun.

20

9

10

s a t.

21

レストラン コンサート

アークヒルズカフェ ジャズ フェスティバル2016
ARK HiLLS CAFÉ:JAZZ FESTIVAL 2016

スパニッシュ・ミュージックライブ Vol.2

アークヒルズカフェ及びアーク・カラヤン広場［ARK HiLLS CAFÉ,ARK Karajan Place］

・11:00〜22:00
・問合せ:03-6229-2666
・出演:市川愛 森田真奈美 平岡遊一郎、
福井アミTrio、
ものんくる、
Slon、
Aki Sawazaki、
島裕介、
齋藤純一DUO、
RM jazz legacy、
山崎千裕、DJ大塚広子、
DJ君嶋麻里江
・料金:前売 ¥3,000／
当日 ¥3,800
（アークヒルズカフェ店内のみ）

レストラン コンサート

スペイン バレンシアナバル
ブリーチョ

カフェで味わう最高に贅沢なジャズのひと時

「カフェから発信する都市型ジャズフェスティバル」。カフェの
フィルターを通したジャズ “CAFÉ:JAZZ” をキーワードに、カ
フェという空間に親和性ある雰囲気を持ったバラエティに富
んだ内容で、心躍る時間と空間を演出します。美味しいお
酒やお食事とともに、個性溢れる音楽に触れられる贅沢な
時間です。

8

Spain Valenciana Bar Bullicio
Spanish Music Live Vol.2

スペイン バレンシアナバル ブリーチョ
［Spain Valenciana Bar Bullicio］
情熱的な踊り、哀愁の旋律と魂の歌声。一夜限
りの魅惑のフラメンコライブ in Bullicio !!
・①19:00〜
② 20:00〜
・問合せ:03-6277-6842
・料金:ミュージックチャージ無し
・出演:川満慶
（ギター）
、
松本もとよ・川田久美子
（踊り）
他

※詳細及びチケット購入はイベントページ をご覧ください
https://ws-company.jp/event/

・協力:ローランド株式会社
田中葵

6

桝谷マリ

中村愛

隈倉麦

島裕介

川満慶

松本もとよ

川田久美子

※料金の記載が無い演目は、
原則無料でお楽しみ頂けます。
ただし、
レストランコンサートは飲食のご注文が必要となります

7

10

11

tue.

10

tue.

22

11

10

thu.

コンサートイベント

15

10

sat .

アークヒルズ音楽週間は、まだまだお楽しみがいっぱい。
数々の個性派コンサートに加え、圧巻のフィナーレ・コンサートも必見です！

Concert Event

13

10

sat.

26

アークエリア コンサート

六本木JAZZマルシェ
ゴスペルソングから日本人であれば誰でも知ってい
る様なポピュラーソングまで、ジャズアレンジで演
奏します。実力派 JAZZ シンガー達によるソウルフ
ルな歌声をお楽しみください。
・問合せ:03-5572-6113
・出演:Glynis(JAZZ＆ゴスペル）
、
Paris＆Masa(JAZZ Ｒ＆Ｂ）、
FOURI
（尾上一平）
（JAZZ ポピュラー）
※六本木一丁目駅前改札スペース、着席30席、
先着順、立見スペースもございます。

23

レストラン コンサート

FOURI

10

12

wed.

24

アークエリア コンサート

Asa-Kura Morning Concert

Reinanzaka Church Chapel Concert

・Vol.3 クラシック音楽の
いま
〈近現代〜現代〉
・8:00 〜9:00

・問合せ:03-6406-6663

・料金:ドリンク1杯
ご注文の上ご参加ください

Paris＆Masa

f r i.

霊南坂教会
チャペルコンサート

「朝♪クラ」
（ 朝クラシックを楽しむ会）による朝の
3 連続モーニングコンサートの最終回。普段クラ
シック音楽を聴かない方からよく聴く方まで。幅広
くお楽しみいただける内容です。

Glynis

10

朝♪クラ
モーニングコンサート
スターバックス コーヒー アークヒルズ店
［STARBUCKS COFFEE ARK Hills store］

上野星矢
朝♪クラ フューチャーズ・コンサート

スペシャルコンサート
presented by
「題名のない音楽会」

Seiya Ueno Asa-Kura Futures Concert

Special Concert
presented by Untitled Concert

ヒルズマルシェで毎月 1 回定期的に開催されて
いる、朝♪クラ フューチャーズ・コンサート。今
回は特別版として、世界的な注目を集める若手
フルーティスト、上野星矢氏の演奏をお届けし
ます。圧倒的な技術と音楽性を兼ね備えた、次
世代のフルーティストの音色を生で体感ください。

・各日12:00 〜13:00

11

フィナーレ・コンサート

アーク・カラヤン広場［ARK Karajan Place］

泉ガーデンタワー1階 六本木一丁目駅改札前
［Izumi Garden Tower 1F Roppongi-itchome Station Before Wicket］

tue.

「アークヒルズ音楽週間」のラストを飾る豪華アーティストたちの演奏を開放的な広場で

Finale Concert

Roppongi JAZZ Marche

10

15

霊南坂教会
［Reinanzaka Church］
美しい音楽を通して神を想い、
心を静かに憩わせる時を持てる
ようにと願いを込めたコンサー
ト。パイプオルガンや声楽、器
楽の演奏をお楽しみいただけま
す。ご自由にお越しください。
・12:30〜13:00
・問合せ:03-3583-0403

25

14
アークエリア コンサート

アークヒルズサウスタワー
ロビーコンサート
朝♪クラ 名曲セレクション
ARK Hills South Tower Lobby Concert

アークヒルズサウスタワー2階エントランスロビー
［ARK Hills South Tower 2F Entrance Lobby］
ヴァイオリン、フルート、ピアノ、歌…様々な楽器
で奏でられるクラシックの名曲の数々を金曜の夜
にお楽しみください。
・19:00〜19:40
・問合せ:03-6406-6663

「題名のない音楽会」の出演者から気鋭の若手演奏家二人が登場しフィナーレを飾りま
す。NHK 朝の連続テレビ小説テーマ曲でゆずに楽曲を採用されるなど今注目の篠笛奏
者・佐藤和哉氏と、数々のコンクールで受賞後、世界で活躍しながら、メディアにも登
場するなど内外で注目を集めているサクソフォン奏者・上野耕平氏の二組の演奏をお届
けします。
・問合せ:03-6406-2033 ・協力:テレビ朝日

・10:30〜11:10
・出演:上野星矢
（フルート）
、
内門卓也
（ピアノ）
・協力:ローランド株式会社

佐藤和哉
篠笛コンサート

上野星矢

塚越慎子
マリンバ・コンサート

Kazuya Sato Shinobue Concert

Kohei Ueno Saxophone Concert

・15:00〜15:30
・出演:佐藤和哉（篠笛）

・16:30〜17:30
・出演:上野耕平
（サクソフォン）

Noriko Tsukagoshi Marimba Concert

パリ国際マリンバコンクール優勝をはじめ国内外
コンクールでの受賞多数、現在最も注目を集め
るマリンバ奏者、塚越慎子氏による華麗なサウ
ンドをお楽しみください。
・12:00〜12:45
・出演：塚越慎子（マリンバ）、菊地まゆ子（ピアノ）
・協力：株式会社AMATI

塚越慎子
©Shingo Azumaya

佐藤和哉

上野耕平

・雨天決行、
荒天中止 ・ヒルズマルシェを併催（10:00〜17:00 ※延長営業）・問合せ:03-6406-6663

10

sat.

27

15

インフォメーション

アークエリア コンサート

Information

ナイトミュージアム・コンサート

「バロック・チェロの魅力-音の色を楽しむ」
Night Museum Concert in Musée Tomo

菊池寛実記念 智美術館［Musée Tomo］

・18:45〜
（18:30開場予定）

・問合せ:03-5733-5131
（公益財団法人 菊池美術財団）
・出演:懸田貴嗣（バロック・チェロ）
・定員:60名
・料金:¥3,000
（観覧料を含む）

※当日観覧券をお持ちの方は ¥2,000
※詳細はウェブサイトにて。http://www.musee-tomo.or.jp

10

sat.

22

音 楽 週 間 終了後もお楽しみが。

華都飯店
秀香ディナーショー
Hideka Dinner Show at Shato Hanten

10年間パリコレ常連のスーパーモデルとして活躍し、現在もファッショ
ンプレゼンテーター・歌手としても活躍する秀香氏のディナーライブ。

展 覧 会「The Power of Colors
色彩のちから」にあわせ、
「音の
色を楽しむ」をテーマにバロッ
ク・チェロ奏者の懸田貴嗣氏に
よるコンサートを開催。夜の美術
館で、作品と音楽の奏でるハーモ
ニーをお聴きください。

・場所:華都飯店（アークヒルズ仙石山森タワー地下2階）
［Shato Hanten
（ARK Hills Sengokuyama Mori Tower B2F）］
・18:30 〜（18:00開場）
・問合せ:03-3587-9111
・出演:秀香
・料金:¥18,000（税・サービス料込）

秀香

※事前予約制

懸田貴嗣

10

tue.

25

ホテルオークラ東京
ロビーコンサート25
Hotel Okura Tokyo Lobby Concert 25

圧倒的な歌唱力で唯一無二の存在感を放ち、
イタリアのトッレデルラー
ゴ・プッチーニ音楽祭やドイツのボン歌劇場等で高い評価を受けてい
るメゾソプラノ、桜井万祐子氏が登場。
・場所:ホテルオークラ東京 ロビー
［Hotel Okura Tokyo Lobby］
・18:00 〜
・問合せ:03-3505-6110
・出演:桜井万祐子（メゾソプラノ）

8

上野耕平
サクソフォンコンサート

桜井万祐子 ©Naoya Yamaguchi

※料金の記載が無い演目は、
原則無料でお楽しみ頂けます。
ただし、
レストランコンサートは飲食のご注文が必要となります

9

スケジュール

マップ&アクセス

著名なアーティストや音 楽はもちろん、個 性 的な演目が多 数！
想像を超える楽しい出会いを見つけられるのも、アークヒルズ音 楽 週 間の魅力です。

アークヒルズ内のアーク・カラヤン広場やサントリーホールを中心に
魅力溢れる施設やお店がたくさん！ アークエリアと音楽をたっぷりとお楽しみください。

Schedule

Map & Access

1

October 10月

2

sat
1

3

sun

4

mon

tue

5

6

wed

7

thu

ウィーン・フィル
「ライブ・ビューイング」
【P3】
10/1 19：55頃〜
（プレプログラム17：00頃〜）
1

アーク・カラヤン広場

8

fri

9

sat
17

10

sun

11

mon

10/9

6

ARK Garden

アークヒルズ

2

サントリーホール

2

10

5

Ro

出入口

り
木通
六本

21

ブリーチョ スパニッシュ・ミュージックライブVol.2
【P7】
10/8 19:00 〜、20:00〜

朝♪クラ モーニングコンサート
【P5】
スターバックス コーヒー アークヒルズ店
10/6 8：00 〜 9：00

23

アークヒルズカフェ ジャズ フェスティバル2016
【P7】
10/9 11：00 〜22：00

8

Entrance

3

サントリーホール
アーク・
Suntory Hall
霊南坂教会
カラヤン広場
Reinanzaka

ス
ペ
イ
Church
ン ARK Karajan Place
坂
テレビ朝日放送センター
TV Asahi Broadcasting Center

アークヒルズサウスタワー
ARK HILLS South Tower

六本木一丁目駅

Roppongi-Itchome Stn.

大倉集古館

（休館中）

アークタワーズ

駐日スペイン
大使館
Embassy of
Spain

ホテルオークラ
東京

Hotel Okura Tokyo

菊池寛実記念
智美術館
Musée Tomo

泉屋博古館 分館
泉ガーデンタワー

Izumi Garden Tower

11 日本財団ランチタイムコンサート
【P5】

Sen-oku Hakuko Kan,Tokyo

駐日スウェーデン大使館
Embassy of Sweden

ARK HILLS
Sengokuyama
Mori Tower

12：10〜12：50

10/4・5

24

アークエリア

アークヒルズ仙石山森タワー

14 アークヒルズ仙石山森タワー ランチタイムコンサート
【P5】

駐日スペイン大使館

15 アルド・マータによるチェロコンサート
【P5】

10/6

10/6

4B出入口

Entrance

神谷町駅

Kamiyacho Stn.

霊南坂教会チャペルコンサート
【P8】
10/12 12：30 〜13：00

12：15〜12：45

地下鉄でお越しの場合

18：00 〜
16

スウェーデンの原風景に出会う〜伝統楽器ニッケルハルパとダーラナ地方〜【P5】
10/7 18：30 〜
22

Izumi Garden Tower

Musée Tomo

アーク森ビル

アークヒルズ
仙石山森タワー

赤坂インターシティ ロビーコンサート〜箏とフルートの出逢い〜【P5】
10/5 17：30 〜

菊池寛実記念 智美術館

ANA InterContinental
Tokyo

ホテルオークラ東京 セレブレーションコンサート&ランチョン
【P4】
10/3 11：30 〜

泉ガーデンタワー

10

朝♪クラ モーニングコンサート
【P8】
スターバックス コーヒー アークヒルズ店
10/11 8：00 〜9：00

13

ARK Hills South Tower

.

ve

ARK Mori Bldg.

赤坂インターシティ

アークヒルズサウスタワー

アメリカ大使館

ロビーコンサート
「津軽三味線・超絶技巧」
【P4】
10/2 15：00 〜16：00

Reinanzaka Church

Embassy of Sweden

r
do

ARK Towers

ブリーチョ スパニッシュ・ミュージックライブVol.1
【P4】
10/3 19：30〜、20：15〜
朝♪クラ モーニングコンサート
【P5】
アークヒルズカフェ
10/4 8：00 〜 9：00

Entrance

ANAインターコンチネンタル
ホテル東京

ka
-za
ain
Sp

スターバックス コーヒー ミュージックライブ
【P4】
10/1 14：00 〜14：45

10

出入口

i-

霊南坂教会チャペルコンサート
【P5】
10/5 12：30 〜13：00

駐日スウェーデン大使館

13

ng

12

Embassy of Spain

Akasaka Intercity

o
pp

霊南坂教会

ARK HILLS Sengokuyama Mori Tower

赤坂インターシティ

フィナーレ・コンサート
【P9】
10/15 10：30 〜、12：00 〜、15：00 〜、
16：30 〜

iA

20

Akasaka Intercity

Tameike-sanno Stn.

10：45〜、14：00 〜

サントリーホール ロビーコンサート
【P4】
10/4・5 11：45 〜12：15

4

レストラン コンサート

Nippon Foundation

溜池山王駅

サントリーホール30周年記念 ガラ・コンサート 特別ファンファーレ
【P3】
10/2 14:50頃 〜

ANAインターコンチネンタルホテル東京 STANDARD JAZZライブ
【P4】
（各40分）
10/1〜15※日曜除く 16：50 〜、18：00 〜、19：20 〜、20：40 〜

7

THE NIPPON FOUNDATION Building

日本財団ビル

Embassy of American

3

ANA InterContinental Tokyo

日本財団ビル

Tameike

sat

ルーフガーデンコンサート
【P4】
10/3 12：15〜12：45

9

Hotel Okura Tokyo

溜池交差点

15

サントリーホール30周年記念 ガラ・コンサート 特別ファンファーレ
【P3】
10/1 16:50頃〜

Suntory Hall

ホテルオークラ東京

fri

19 マイケル・スペンサーと日本フィルの音楽たんけん団
【P7】

アークガーデン

Sen-oku Hakuko Kan

14

11：00 〜 17：00

26

泉屋博古館分館

13

thu

18 ミュージック・マルシェ
【Ｐ6】

ウィーン・フィル
「ライブ・ビューイング」
【P3】
10/2 17：55頃〜（プレプログラム15：00頃 〜）

10/10

Restaurant Concert

wed

セレブレーション・ジャズ！
【P6】
10/8 13：00 〜、15：00 〜

ARK Karajan Place

ANAインターコンチネンタル
ホテル東京

12

tue

六本木JAZZマルシェ
【P8】
10/11〜13 各日12：00〜13：00

25 アークヒルズ

10/14

サウスタワー ロビーコンサート
【P8】
19：00 〜19:40
27

ナイトミュージアム・コンサート
【P9】
10/15 18：45 〜

Subway

東京メトロ南北線・銀座線「溜池山王駅」1 3 番出口より徒歩 1 分
1-minute walk from Exit 13 of TAMEIKE-SANNO Station on the NAMBOKU and GINZA Subway Line.

東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」3 番出口より徒歩 1 分
1-minute walk from Exit 3 of ROPPONGI - ITCHOME Station on the NAMBOKU Subway Line.

東京メトロ日比谷線「神谷町駅」4 B出口より徒歩 8 分
8-minute walk from Exit 4B of KAMIYACHO Station on the HIBIYA Subway Line.

11

ARK HILLS Neighborhood
五感を刺激する文化に触れる
Classical Music

サントリーホール フェスティバル2016
Suntory Hall Festival2016

毎年、秋に開催するクラシック音楽の祭典「サントリー
ホール フェスティバル」
。30 周年を記念して、より多彩に、
より華やかにお届けします。
〜11/26
・9/19（mon）
（sat）

・問合せ:0570-55-0017（サントリーホールチケットセンター）

・9/19
（mon）
サントリーホールのオルガン・カフェ #3
・10/1
（sat）
、
10/2
（sun）
サントリーホール30周年記念ガラ・コンサート
−正装コンサート−
〜10/9
・10/4
（tue）
（sun）

サントリーホール スペシャルステージ2016

アンネ=ゾフィー･ムター

Spanish Culture

駐日スペイン大使館
Embassy of Spain

光が差し込むギャラリーがあり、展覧会や文化イ
ベントを数多く開催。全ての展覧会はどなたでも
無料で鑑賞することが出来ます。

カルメン・ピナート
「木の光」
展

〜10/12
・10/7
（fri）
（wed）

ウィーン･フィルハーモニー ウィーク イン ジャパン 2016

ズービン･メータ指揮
ウィーン･フィルハーモニー管弦楽団

・10/16
（sun）
ウィーン･フィル＆サントリー音楽復興基金
「こどもたちのためのコンサート」
特別公演
〜11/8
・11/4
（fri）
（tue）
内田光子
with マーラー・チェンバー・オーケストラ

「自然」
をテーマに作品を木で作り出し、
また光で魅了す
る金箔を使用するなど、技法を駆使し、
アーティストが見
えるものを、好きなままに表現します。
〜10/7
・9/10
（sat）
（fri）
月曜〜木曜：10:00〜17:00、金曜：10:00〜16:00、
土日祝：閉館（但し9/10
（sat）
10:00〜14:00、
9/22
（thu・祝）
10:00〜17:00開館）
・問合せ:スペイン大使館 文化部
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/TOKIO

（sat）
・11/12
サントリーホール30周年記念作曲委嘱
マーク=アンソニー・ターネジ：Hibiki（世界初演）

写真提供:サントリーホール

〜11/26
・11/18
（fri）
（sat）
ザルツブルク・イースター音楽祭 in JAPAN

ART

ART

Swedish Culture

菊池寛実記念 智美術館

泉屋博古館 分館

駐日スウェーデン大使館

現代陶芸を中心に企画展を開催。また陶芸の枠に
とどまらず、現代工芸の発信地となるべく活動を続
けています。

中国青銅器をはじめ、日本の書画、洋画、近代
陶磁器、茶道具など、幅広い住友コレクションの
収蔵品を中心に、様々な企画展を開催。

年間通して様々な文化イベントが開催されており、
日本におけるスウェーデン文化の発信拠点のひと
つです。

The Power of Colors 色彩のちから

有田焼創業400年記念 明治有田
超絶の美―万国博覧会の時代

Musée Tomo

現代の陶芸家が挑み、生み出した、豊かな色彩の世界を
お楽しみください。
〜12/4
・8/6
（sat）
（sun）
11:00〜18:00（最終入館は17：30）
※月曜休館
（但し9/19
（mon）
、
10/10
（mon）
開館、
翌日休館）
・入館料:一般￥1,000、
大学生￥800、
小・中・高生￥500
・問合せ:03-5733-5131
http://www.musee-tomo.or.jp/

Sen-oku Hakuko Kan

Embassy of Sweden

1873年ウィーン万国博覧会で好評を博し、明治時代に
国内外で絶大な人気を誇った有田磁器の超絶技巧の美
と魅力を紹介！
〜12/4
・9/24
（sat）
（sun）
10:00 〜17:00
※月曜休館
（但し10/10
（mon）
開館、
10/11
（tue）
休館）
・入館料:一般￥800、
学生￥600、
中学生以下無料
※20名以上団体割引あり
・問合せ:03-5777-8600
（ハローダイヤル）
http://www.sen-oku.or.jp/tokyo/

スウェーデンキッズウィーク2016
スウェーデンの森のムッレ教室で五感を使い、楽しく自然
の大切さを学ぶ子供向けプログラムや、
スウェーデンファ
ブリックパネル作り、短編映画の上映、珍しいスウェーデ
ン料理の販売まで。
まるで日帰りスウェーデン旅行へ行っ
たような楽しい体験を提供します。
・10/15
（sat）
・16（sun）10:00 〜17:00
・問合せ: スウェーデン大使館 商務部
tokyo@business-sweden.se
http://www.swedenkidsweek.com/

精磁会社《色絵鳳凰花唐草文
透彫大香炉》1879（明治12）
年〜1897（明治30）年頃個人
蔵
（写真提供：世界文化社）

アークヒルズ音楽週間

ARK HILLS Music Weeks

主催：サントリーホール、森ビル株式会社
（五十音順）

協賛：

協力：アークヒルズカフェ、大倉集古館、株式会社AMATI、菊池寛実記念 智美術館、銀座十字屋、銀座山野楽器、才能教育研究会、スウェーデン大使館、
スペイン大使館、泉屋博古館分館、玉川学園、
日本財団、
日本フィルハーモニー交響楽団、武蔵野音楽大学、霊南坂教会、
ローランド株式会社 （五十音順）
後援：港区
お問い合わせ:森ビル株式会社（Mori Building Co.,Ltd.）03-6406-6663

www.arkhills.com

※開催時間、内容は、予告なく変更する場合がございます。
ご了承ください。
※Opening times, program content and other information may be subject to change without prior notice.

