
ブエノスアイレスの冬
五重奏のためのコンチェルト
アディオス・ノニーノ
リベルタンゴ  他
※全編曲：三浦一馬　

【企画協力】  テレビマンユニオン /浦久俊彦事務所 

2,500円

4,000円

主催

チケット販売

一般券（各回）

オンラインチケット http://www.ota-bunka.or.jp/
※発売日から各公演前日 20：00 まで座席をご予約いただけます（24 時間対応）

● 大田区民ホール・アプリコ  Tel：03-5744-1600
● 大田区民プラザ  Tel：03-3750-1611
● 大田文化の森  Tel：03-3772-0700

バンドネオン

バイオリン

コントラバス

三浦一馬

石田泰尚

黒木岩寿

エレキギター 大坪純平

ピアノ 松本和将

キンテート
三浦一馬三浦一馬

2018

※曲目は変更の可能性がございます。

（オンライン価格 2,370 円）

（オンライン価格 3,800 円）
セット券について
・セット券の販売は 10 月 24 日（水）20：00 までとし、公演当日は行いません。ご注意ください。
・いずれかの公演が完売した時点で、セット券の販売は終了となります。
未就学児の入場はご遠慮願います
車椅子席（４席）をご希望のお客さまは、お電話か窓口でお申込みください

@ Shigeto Imura

2018.10.25 14:00
13:15

木オール ピアソラ
開場

大田区民ホールアプリコ 大ホール

全席
指定

Kazuma Miura

Yashunao Ishida

Iwatoshi Kuroki

Junpei Otsubo

Kazumasa Matsumoto

All
Piazzolla

アプリコ・アフタヌーン・サロン2018
 Vol.7　世界にはばたくアーティスト

“平日午後の贅沢なひととき”

Vol.７＆Vol.８セット券

2018 年 7月 11 日（水）10:00 発売開始
チケット専用電話　Tel：03-3750-1555（10:00~20:00)

発売初日 15:00 以降は下記でも電話予約・窓口販売いただけます（10:00 ～ 20:00）

託児サービスございます

０歳から小学生未満対象。
要予約（お子様お一人につき
2,000 円ご負担いただきます）
［予約受付］マザーズ
Tel：0120-788-222
10:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00
土日祝除く



＊未就学児の入場はご遠慮願います
＊車椅子席（４席）をご希望のお客さまは、お電話か窓口でお申込みください

〒144-0052　東京都大田区蒲田 5-37-3
TEL: 03-5744-1600　FAX : 03-5744-1599

大田区民ホール・アプリコ 

JR 京浜東北線、東急多摩川線・池上線「蒲田駅」
東口から徒歩約３分
京浜急行「京急蒲田駅」西口から徒歩約７分
駐車場：区営アロマ地下駐車場　15 分／ 100 円

10 歳でバンドネオンを始める。2006 年に別府アルゲリッチ音楽祭にてバンドネオン
界の最高峰ネストル・マルコーニ氏と出会い、その後自作 CDの売上で渡航費を捻出
してアルゼンチンに渡り、現在に至るまでマルコーニ氏に師事。2008年国際ピアソラ・
コンクールで日本人初、史上最年少で準優勝。2011 年別府アルゲリッチ音楽祭に出
演し、マルタ・アルゲリッチ女史やユーリー・バシュメット氏らと共演して大きな話
題と絶賛を呼んだ。2015年出光音楽賞（2014年度）を受賞。2016年 7月には大阪フィ
ルハーモニー交響楽団第 500 回定期演奏会でバカロフの「ミサ・タンゴ」のソリスト
に抜擢され好評を博す。ビクターエンタテインメント（株）より 4枚の CDをリリー
ス。2017 年自らが率いる室内オーケストラ「東京グランド・ソロイスツ」を結成、
同年 11 月には埼玉県「久喜市くき親善大使」に就任し、ますます活動の幅を広げる。

三浦 一馬
Kazuma Miura

Kazumasa  Matsumoto Yasunao Ishida

Junpei Otsubo Iwahisa Kuroki

松本 和将

ー バンドネオン ー

高校在学中に「ホロヴィッツ国際ピアノコンクール」第３位など、国内外のコンクー
ルで上位入賞。19 歳で「第 67 回日本音楽コンクール」優勝。併せて増沢賞はじめ、
全賞を受賞。2001 年ブゾーニ国際ピアノコンクール第 4位、2003 年エリーザベト王
妃国際音楽コンクール第 5位入賞。プラハ交響楽団、プラハフィル、ベルギー国立オー
ケストラ、読売日響、日本フィル、新日本フィル、東京交響楽団、東京フィルなど多
くのオーケストラと共演。ソロでは 2009 年から 3年連続のオールショパンプログラ
ム全国ツアーを行う。これまでにレコード芸術の特選盤を含む16枚のCDをリリース。
東京芸術大学非常勤講師（2008 ～ 2012）、くらしき作陽大学特任准教授として後進の
指導にもあたる。

― ピアノ ― 石田 泰尚
神奈川県出身。国立音楽大学を首席で卒業、同時に矢田部賞受賞。2001 年より神奈川
フィルハーモニー管弦楽団ソロ・コンサートマスターに就任。以来 “神奈川フィルの顔”
として現在までその重責を担っている。これまでに神奈川文化賞未来賞、横浜文化賞
文化・芸術奨励賞を受賞。数々のオーケストラと共演、全国でソロコンサートも行う、
幅広いレパートリーを誇るソリストとしての顔も持つ。自身がプロデュースした男性
奏者のみの弦楽アンサンブル “石田組”、新しいスタイルのピアソラを追及した “トリ
オリベルタ他、様々なユニットでも独特の輝きを見せる。

公式サイト http://musiciansparty.jp/artist/ishida/

― ヴァイオリン ―

大坪 純平
エリザベト音楽大学卒業。これまでにギターを長野文憲，徳武正和，佐藤紀雄の各氏
に師事。藤井眞吾、松尾俊介、鈴木大介、福田進一、松永一文、Ｗ．カネンカイザー ,Ｒ・
ヴィアゾフスキー、Ｏ・ギリアなど 国内外のギタリストのマスタークラスを受講。
第34回日本ギターコンクール最高位の他、第45回クラシカルギターコンクール第３位、
第 1回イーストエンド国際ギターコンクール第２位、第 26 回日本重奏ギターコンクー
ル第２位等で上位入賞。ギターの新しいレパートリー開拓を活動の中心に据え、現代
音楽作曲家へ作品を委嘱し演奏活動を行っている。室内楽奏者としても多数のコンサー
トに出演。代官山音楽院、アウラ音楽院講師。

―  エレキギター ― 黒木 岩寿
東京芸術大学卒業、同大学院修士課程修了。1987 年安宅賞受賞。88 年福島賞受賞。
東京芸術大学管弦楽研究部非常勤講師 ( 財 ) 神奈川フィルハーモニー管弦楽団首席奏
者を経て、現在は東京フィルハーモニー交響楽団首席奏者。 現在は水戸室内管弦楽団、
サイトウ・キネン・オーケストラ、東京ゾリステン、ジャパン・チェンバー・オーケ
ストラ、トウキョウ・モーツァルト・プレーヤーズ、バロック・バンドのパヴィメント・
ジャパン、ラ・ストラヴァガンツァ東京のメンバー。桐朋学園芸術短期大学、洗足学
園音楽大学講師。 また、映画音楽 (「おくりびと」の録音は記憶に新しい ) やコマーシャ
ル、ドラマ等、ジャンルを超えたパフォーマンスでも活動中。自らの企画「文化人類
学講座」はじめ多彩な企画公演は好評を博している。

― コントラバス ―

三浦一馬 キンテート ツアー スケジュール
2018 年
10 月 25 日（木）大田区民ホール・アプリコ
11 月 3日（土）りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館
11 月 4日（日）東大和市民会館 ハミングホール
11 月 23 日（金）多賀城市文化センター 多賀城市民会館 
11 月 24 日（土）所沢市民文化センター ミューズ マーキーホール
11 月 25 日（土）キャラホール・都南公民館
12 月 13 日（木）電気文化会館 ザ・コンサートホール
12 月 14 日（金）ザ・シンフォニーホール
2019 年
2 月 24 日（日）めぐろパーシモンホール
3月 9日（土）稲城市立ⅰプラザ

タンゴ・スイート
Victor Entertainment

VICC-60689
（2009.3.18）

三浦一馬ディスコグラフィー
CD DVD

ブエノスアイレスの四季
Victor Entertainment

VICC-60785
(2011.11.16)

カーメラタンゴス
Victor Entertainment

VICC-60826
(2012.11.21)

ス・ワンダフル 
～三浦一馬プレイズ
・ガーシュウィン～
Victor Entertainment

VICC-60924
(2015.4.8)

2018 年 10 月新譜リリース予定

KAZUMA MIURA
QUINTET
Live in Tokyo
(2016.6.14)

KAZUMA MIURA QUINTETO 2018

http://www.ota-bunka.or.jp/aprico

チケット発売開始日：７月 11日［水］10:00

チケット専用電話

 TEL:03-3750-1555
チケットのお求めは （10:00 ～ 20:00）

※15:00 以降は下記でも
電話予約・窓口販売いただけます

オンラインチケット http://www.ota-bunka.or.jp/
※発売日から各公演前日 20：00 まで座席をご予約いただけます（24 時間対応）

● 大田区民ホール・アプリコ  Tel：03-5744-1600
● 大田区民プラザ  Tel：03-3750-1611
● 大田文化の森  Tel：03-3772-0700


