
Hakuju ベーゼンドルファー・サロンコンサート・シリーズ

2017.11.7（火） 2017.12.14（木） 2018.1.31（水）

石井 楓子 （ピアノ） 片山 柊（ピアノ）沼沢 淑音（ピアノ）

桐朋学園大学卒業。2013年 第 82 回 日本音楽コン
クール第 1 位。野村賞・井口賞・河合賞・三宅賞受賞。
ラ・フォル・ジュルネ金沢「熱狂の日」音楽祭、NHK-BS
「クラシック倶楽部」「リサイタル・ノヴァ」などに出演。
第1回梅津賞、14年度大和市芸術文化未来賞受賞。
14年 N響「HOPE」コンサートにてNHK交響楽団と共演。
また16年 京都市交響楽団・神奈川フィルと三善晃、
ラフマニノフ2番の協奏曲を共演。17年ケルン・ロサン
ゼルス・伊リヴォルノ音楽祭にて演奏会を行う。ケルン
音楽大学を経て、現在スイスのバーゼル音楽院にて
クラウディオ・マルティネス＝メーナー氏のもとで学ぶ。
17年度ローム ミュージック ファンデーション奨学生。

ケルン国際音楽コンクール入賞、シュニトケ国際コン
クール、ポッツォーリ国際ピアノコンクールで優勝。
また浜松国際ピアノコンクールに参加し「（ 公 財 ）アル
ゲリッチ芸術振興財団賞 」「ネルセシアン賞」を受賞。
ラ・フォル・ジュルネ音楽祭、別府アルゲリッチ音楽祭
において演奏する等日本国内各地はじめスペインや
イタリア、ドイツ、ロシア、ベラルーシ、中国等の音楽祭に
出演。桐朋学園大学ソリスト・ディプロマを経て公益
財団法人ローム ミュージック ファンデーションの奨学
生として2015年にモスクワ音楽院を卒業。これまでに
杉安礼子、故ウラジーミル・竹の内、辻井雅子、佐藤辰夫、
広瀬康、野島稔、ミハイル・カンディンスキー、エリソ・
ヴィルサラーゼの各氏に師事。2017年4月より桐朋
学園非常勤講師。

○ 時間 ： 各回 12：30 開演 （12:00開場） *1時間休憩なし
○ 会場 ： 白寿本社ビル1階ロビー 
 〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷1-37-5 白寿本社ビル1階　
 小田急線代々木八幡駅･千代田線代々木公園駅 徒歩5分

○ チケット料金 ： お得なランチチケット付き　各回全席自由  2,500 円 （税込） 
 ※店舗によって追加料金が発生いたします。　

 コンサートのみ　各回全席自由 1,500 円 （税込）　

　 株式会社白寿生科学研究所は、
音楽を通じて “ゆとりある精神 ”を
　 実現する場を提供いたします

主催 : 株式会社白寿生科学研究所　
協力 : 一般財団法人日本クラシックソムリエ協会 
　　　ベーゼンドルファー･ジャパン

北海道札幌市出身。小樽市で育ち7歳よりピアノを始
める。現在、東京音楽大学器楽専攻（ピアノ演奏家コー
ス・エクセレンス）3年在学中。第64回全日本学生音楽
コンクールピアノ部門中学生の部全国大会第1位、
第7回横浜国際音楽コンクールピアノ部門高校生部門
全国大会第1位Virtuoso賞、第41回ピティナ・ピアノ
コンペティション特級グランプリ、および聴衆賞、文部
科学大臣賞、スタインウェイ賞受賞。渡邊一正指揮 東京
フィルハーモニー交響楽団と共演。そのほか室内楽や
新曲初演、現代音楽の分野など横断的に活動中。現在、
ピアノを武田真理、東誠三、広瀬宣行の各氏、作曲を
土田英介に師事。

後援：一般社団法人全日本ピアノ指導者協会（ピティナ）

※サロンコンサートの会場は、本社社屋１階エントランススペースになるため、
　社員・来客・業者等による人の出入り、外からの騒音などをあらかじめ
　ご了承お願いいたします。

ベートーヴェン：
    ピアノ・ソナタ 第14番 嬰ハ短調 op.27-2 「月光」
ショパン：
    24の前奏曲 op.28
　
　　　　　　

シューマン：
    幻想小曲集 op.12
ショパン：
    ピアノ・ソナタ 第3番 ロ短調 op.58
  

 

ハイドン：
    ピアノ・ソナタ 第56番 ニ長調 XVI:42
ベートーヴェン：
    ピアノ・ソナタ 第29番 変ロ長調 op.106
　　　　　　　　　　　　「ハンマークラヴィーア」　　　　　　　　　　　

 
 

第28回 第29回 第30回

ランチタイム・コンサート

※出演者・曲目等が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※未就学児入場可（要チケット）
※一度ご購入いただきましたチケットについては、キャンセル・変更はできかねます。

たいへんお得なランチチケット付きコンサートを、白寿本社ビル1階で開催♪

カジュアルなサロンの空間で“ウィーンの至宝”ベーゼンドルファーの音色と

旬の演奏家たちが奏でる音楽をご堪能いただけます

コンサート前後に近隣のレストランでのお食事も是非お楽しみください！

Model214

見ても
　聴いても
食べても 
  おいしい♪♪

 

 いしい  ぬまさわ かたやまふうこ　　 よしと

　　アルゲリッチが絶賛した逸材が奏でる
                       儚く美しき幻想の世界

● ご予約・お問合せ ： Hakuju Hallチケットセンター 03-5478-8700　
　　　　　　　　　　　　　 10:00～18:00 火～土 （祝日・休館日を除く）

 しゅう

第41回ピティナ・ピアノコンペティション
　特級グランプリ褒章記念コンサート

ランチチケットのご購入方法などの詳細は、裏面をご覧ください →

         日本音楽コンクール第１位！
豊潤な音色を楽しむ珠玉のドイツ音楽



たいへんお得なコンサートとランチのセットをご用意いたしました！
コンサートの前や帰り道に、近隣のおいしくて素敵なレストラン＆カフェで、ゆったりとしたお時間をお過ごしください

○ランチチケット（コンサート 表面より1公演 ＋ ランチ レストラン①～⑦）　  　　　   　　　　　　　　 ￥2,500（税込）
＊ランチチケットは、ご注文の際にご提示ください。　　　　　   　　                 ⑤ LIFE でお食事をされる際は追加料金800円を、⑦ Trattoria Anima Tokyoで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  お食事をされる際は追加料金300円を、それぞれのお店にお支払ください
 

②

アーティストにも大人気！

　本場の台湾料理！

居心地のよい空間で

　本格的なイタリアン！

※利用店舗によって定休日が異なりますのでご注意ください。　※時間帯によっては混雑する場合がございます。満席のためご希望の店舗をご利用いただけない場合がございますので、予めご了承ください。
※ランチチケットは公演当日限り有効です。　※一度ご購入いただいたランチチケットのキャンセル・変更、またランチチケットをご利用されなかった場合の払い戻しはできかねます。

お支払い
　方法

在ウクライナ日本大使館の

　料理長をつとめた

　　シェフによるビストロ！

⑤④

⑥ ①

③

地元で大人気の

　バラエティに富んだランチ！

選び抜いた食材！国産有機玄米や

　マクロビスイーツのある

　　ナチュラルビストロ！

お得なランチチケット の ご案内

① 麗郷　                               台湾料理 / 月曜定休
ランチ（3種・各970円・デザートつき）に

ドリンク＋もう１品プラス！（点心など）
TEL：03-3485-3052 　
11：30-14：30　

渋谷区富ヶ谷1-14-18 
ハウス池田1Ｆ

③ Betterave Bistro Jiro 　　　　　   ビストロ / 不定休
1,080円のランチに

ドリンク（通常別料金250円）をプラス！
TEL：03-5790-9466　
11：30-15：00（L.O. 14：00）　

渋谷区富ヶ谷1-10-5 
パークサイドコグレ1F

④ 成瀬風わがまま食材工房 joji     和食 / 月曜定休
850円のランチに

ドリンク（通常別料金220円）をプラス！
TEL：03-3460-7888　
11：30-14：00（L.O. 13：50）

渋谷区富ヶ谷1-44-1 
ロイヤルタワー代々木公園1F

② Bojun tomigaya　   　カフェ＆ビストロ / 月曜定休

1,000円のランチ（現在4種）に

ドリンク（通常別料金100円）をプラス！
TEL：03-6804-9550　
11：30-14：30（L.O.） 
一部ランチメニューは17：00まで

渋谷区富ヶ谷1-35-20 
富ヶ谷スプリングス2F　

⑤ LIFE　　　　　　　　　　　　　　         イタリアン / 無休

平日13時から提供する  コースランチ（デザート・ドリンクつき）

通常2,060円 が  ランチチケット＋800円 でご提供！
TEL：03-3467-3479  
11：45-15：00（L.O. 14：30）　

渋谷区富ケ谷1-9-19-1F
自然のぬくもり溢れる店内では

白いフクロウがお出迎え☆

★ランチチケットをご購入の方には、コンサート会場にて、
　ハクジュオリジナルのカルシウム飲料 “カルロン”を
   1本プレゼント！

★コンサートチケットのみのお客様にも、
　ハクジュオリジナル  食物繊維たっぷりのサプリメント
　“ササロン ＆ アルカロン”（お試しサンプル）を
   差し上げます！

ランチチケット購入方法

● Hakuju Hallチケットセンターへお電話ください。
　 Tel. 03-5478-8700　10：00～18：00 火～土（祝日・休館日を除く）
　  *公演日10日前までにご予約ください。

● Hakuju Hallまで直接ご来館いただいてのお渡しか、
　 または郵送にてチケットをお送りいたします。

　　　　　　ご来館 → 現金のみ（ご予約から10日以内）
　　　　　　郵　送 → 銀行振込（ご予約から10日以内）
  または クレジットカード（VISA / MASTERのみ）

お支払い
　方法

⑥ Shiny Owl                 　　　　　  カフェ / 火曜定休

1,000円または1,100円のランチに  

ミニドルチェをプラス！
TEL：03-6772-4385　
11：30-15：00　

渋谷区富ヶ谷1-35-23

⑦ Trattoria Anima Tokyo    　　   イタリアン / 月曜定休
人気のランチセット　

通常1,500円を ランチチケット＋300円 でご提供！

TEL：050-5592-1242
11：30-14：30

渋谷区富ヶ谷1-3-16-1F ３種から選べるパスタ＋４品！

美味しさで人気のイタリアン♪

⑦


