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 ●●● 地下ワインセラー ヒロヤショップ ●●●  

第２７回ワインコンサート   

～ ヴァイオリン 瀧村依里 ＆ ピアノ 中川賢一 ～  

 主催：株式会社ヒロヤショップ 榊原崇弘 

 

今回の当店ワインコンサートは、学生時代から日本のメジャーコンクールで第 1位を総なめにし、ウィーン 

へ留学後、若くして読売日本交響楽団首席ヴァイオリン奏者となった瀧村依里さん。 

国内外のトップ奏者との共演の他、クラシック音楽の域を超えた幅広いステージで、ピアニスト兼指揮者 

としてご活躍されている中川賢一さんによるデュオです。 

限られた席数でありますが、素晴らしいワインと音楽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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■ヴァイオリン  瀧村 依里 

2000年 「第54回全日本学生音楽コンクール中学生の部」 第1位 

2005年 「第3回東京音楽コンクール弦楽器部門」 第1位 

200７年 「第8回フォーバルスカラシップ・ストラディヴァリウス・コンクール」 第1位 

2008年 「第71回日本音楽コンクール」 第1位 

現在、読売日本交響楽団首席奏者。 

  

■ピアノ  中川 賢一 

1997年 「ガウデアムス国際現代音楽コンクール(オランダ)」 第３位 

ソロ、室内楽、指揮などで幅広く活動。 

現在、アンサンブル・ノマド指揮者兼ピアニスト、お茶の水女子大学、桐朋学園大学非常勤講師。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

２０１８年４月２７日（金） １８時３０分～２０時 (開場：１８時１５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 0422-24-9901 

 

◆参加費：５,000円 （当日、お支払いください。） 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

参加ご希望の方は、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


第２７回ワインコンサート(４月２７日) 

～ヴァイオリン 瀧村依里 ＆ ピアノ 中川賢一 
 

参加申込書 

FAX:0422-24-9901 
申込締め切り：４月２０日 

 

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 

 

 

下記の項目にご記入の上、FAX(0422-24-9901)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 5,000 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 

■満席になり次第締め切りさせて頂きます。 

■満席の場合には、こちらから連絡をさせて頂きます。 

 

 

 

 



                                                                                 

プロフィール 

                                                                       

神戸市出身。第 54 回全日本学生音楽コンクール、第 3 回東京音楽 

コンクール、第 8 回フォーバルスカラシップ・ストラディヴァリウスコンクール、 

0 8 年第 77 回日本音楽コンクールにて第１位、併せてレウカディア賞、 

鷲見賞、黒柳賞受賞。 

これまでに関西フィル、仙台フィル、東京交響楽団、東京フィル、新日本 

フィル、東京シティフィル、セントラル愛知交響楽団、読売日響、日本フィル 

など国内主要オーケストラと共演、各地でソロリサイタルを開催するほか、 

室内楽の分野でも積極的な演奏活動を行っている。また、（財）地域創造 

公共ホール音楽活性化事業登録アーティストとして多彩なアウトリーチ活動 

を展開中。東京芸術大学附属高校を経て同大学を首席卒業、同大学院修了。学内にて安宅賞、 

アカンサス賞、三菱地所賞を受賞。ロームミュージックファンデーションの助成を得てウィーン国立音楽 

大学大学院を修了。 

平成 25 年度神戸市文化奨励賞、平成 26 年度坂井時忠音楽賞、平成 28 年度神戸灘ライオンズ 

クラブ音楽賞を受賞。現在、読売日本交響楽団首席奏者。 

 

                                                                       

桐朋学園大学音楽学部ピアノ専攻卒業。同時に指揮も学ぶ。卒業後、ベルギー 

のアントワープ音楽院ピアノ科最高課程、特別課程を首席修了。在学中に 

フォルテピアノ、チェンバロも習得。1997 年オランダのガウデアムス国際現代 

音楽コンクール第 3 位。ヨーロッパ国内外の様々な音楽祭に出演。1998 年帰国 

後は、ソロ、室内楽、指揮などで幅広く活動。NHK-FM「ベストオブクラシック」 

「名曲リサイタル」「現代の音楽」NHK テレビ「クラシック倶楽部」などに出演、 

新作初演多数。夏木マリの「印象派」シリーズ連続出演や、故・頼近美津子、 

伊藤ひろ子、平野文等との朗読と音楽など、他分野とのコラボレーションも 

活発。「Just Composed in Yokohama  2003」、「超難解音楽祭」(仙台)音楽 

監督・プロデュースなども行う。サントリーサマーフェスティバル、東京の夏音楽祭、武生国際音楽祭に 

数多く出演。指揮では、東京室内歌劇場、広響、仙台フィル他と共演。また、タップダンサーの熊谷和徳 

との共演で東京フィルを指揮し各方面から好評を博す。NHK テレビ「名曲探偵アマデウス」、東京 

フィル、札響、水戸室内管等でピアノ演奏とトークを交えたアナリーゼ等を展開。現代音楽アンサンブル 

「アンサンブル・ノマド」のピアニスト、指揮者。（一財）地域創造登録アーティスト。お茶の水女子大学、 

桐朋学園大学非常勤講師。                         http://www.nakagawakenichi.jp 

©NEZU  
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第 27回ワインコンサート 

ヴァイオリン瀧村依里 ＆ ピアノ中川賢一 

 

                                     

 

♪ クライスラー ： 中国の太鼓、 踊る人形 

♪ R.シュトラウス ： ヴァイオリンソナタより           他 

 

＊プログラムは変更になる場合もございます。 

 

                                      

 

★ 未定 

＊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） ＆ 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） 

＜予告＞ 

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） 

  



■ CD 

 

♪中川賢一 ピアノリサイタル Vol.２ （T&Kエンタテインメント/２０１７） 

 

 

♪トランペット・テールズ/イエルーン・ベルワルツ&中川賢一 （日本アコースティックレコーズ/２０１６） 


