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東京グランド・ソロイスツ 第４回演奏会
三浦一馬率いる夢の室内オーケストラ
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A. ピアソラ：ミロンガ・イズ・カミング／ビブラフォニシモ／リトル・イタリー
ブエノスアイレス午前零時／カランブレ
他
2020 年８月 23 日（日）14：00 開演

全席指定 一般 6,000 円

バルコニー席 3,000 円

会場：第一生命ホール
U251,500 円（25 歳以下）

［バルコニー席は舞台が非常にご覧になりにくい 2 階席サイドです。予めご了承の上、お買い求めください。
］
※表示価格には消費税を含みます。 ※未就学児の入場はご遠慮頂いております。
※やむを得ず、演奏曲目、曲順、出演者が変更になる場合がございます。予めご了承下さい。

2 月 19 日（水）10：00 〜発売開始

トリトンアーツ・チケットデスク

TEL 03-3532-5702 ［平日 11：00 〜 18：00 発売初日のみ10：00 〜］
WEB https://www.triton-arts.net ホームページから座席を選択してご予約いただけます。

スマートフォン、タブレット端末もご利用いただけます。

ご予約はこちらから→

主催：認定 NPO 法人トリトン･アーツ･ネットワーク
第一生命ホール
協賛：第一生命保険株式会社

2017 年に三浦一馬が自ら立ち上げ、毎年満場の客席を多いに沸かせている「東京グランド・
ソロイスツ（TGS）」。
第 4 弾となる 2020 年は日本を代表するヴィブラフォン奏者、浜田均をゲストに迎え、ピア
ソラが、ヴィブラフォンのために作曲したレアな作品もお届けする。極上の TGS サウンドはぜ
ひホームグラウンド第一生命ホールで！チケットのお求めはお早めに！

三浦 一馬（バンドネオン）Kazuma Miura
1990 年生まれ。2006 年に別府アルゲリッチ音楽祭にてバンドネオ ンの世界的権威ネストル・マルコーニと
出会い、自作 CD の売上でアルゼンチンに渡航、現在に至るまで師事。
07 年、井上道義指揮神奈川フィルハーモニー管弦楽団との共演でマルコーニのバンドネオン協奏曲《Tangos
Concertantes》を日本初演。このオーケストラ・デビュー以降、国内の主要オーケストラと共演を重ねている。
08 年イタリアで開催された第 33 回国際ピアソラ・コンクールで日本人初、史上最年少で準優勝を果たす。11 年
には別府アルゲリッチ音楽祭に出演し、アルゲリッチ、バシュメットら世界的名手と共演、大きな話題と絶賛
を呼んだ。12 年にはマルコーニと東京・兵庫・名古屋で共演を果たし、白熱した演奏で聴衆を沸かせた。15 年出
光音楽賞（14 年度）を受賞。16 年にはデビュー 10 周年を迎え、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作曲「ミサ・タンゴ」のソリストに抜擢され好評を博す。17 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。
2018 年 10 月 24 日 キ ン グ レ コ ー ド よ り、全 編 ピ ア ソ ラ 作 品 に よ る キ ン テ ー ト（五 重 奏）編 成 の 最 新 盤
「Libertango」をリリース。同年 12 月 1 日から公開のドキュメンタリー映画「ピアソラ永遠のリベルタンゴ」の
広報大使を務める。現在、若手実力派バンドネオン奏者として各方面から注目されている。
使用楽器は、マルコーニ氏より譲り受けた銘器、1938 年製「Alfred Arnold」
。
［CD］

ス・ワンダフル 〜三浦一馬

タンゴ・スイート

プレイズ・ガーシュウィン〜
（2015 年４月８日）

（2009 年３月 18 日）
Victor Entertainment

VICC-60689

Victor Entertainment

リベルタンゴ

ブエノスアイレスの四季

（2018 年 10 月 24 日）

（2011 年 11 月 16 日）
Victor Entertainment

VICC-60924

キングレコード

VICC-60785

KICC-1471

［DVD］

KAZUMA
MIURA
QUINTET
Live in Tokyo

（2016 年６月 14 日）

カーメラタンゴス

（2012 年 11 月 21 日）
Ⓒ井村重人

Victor Entertainment

VICC-60826

ゲスト 浜田 均

東京グランド・ソロイスツ 2020 メンバー

（ヴィブラフォン）
Hamada Hitoshi

1953 年生まれ。東京都立大学に進学するが傍ら
早稲田大学モダンジャズ研究会に参加する。卒業
後、東京芸術大学別科打楽器に進学して、有賀誠門、
高橋美智子に師事する。修了後「猪俣猛＆フォース」
で プ ロ デ ビ ュ ー。解 散 後ＦＭ放 送 の パ ー ソ ナ リ
ティーを担当したり、色々なミュージシャンのアル
バムに参加したり、多彩な活動を行っている。リー
ダーアルバム「FOX DANCE」「Quiet Triangle」、作曲
では「SORACHI II」「Hanker Cool Site」他多数。最新
作は佐藤達哉（サクソフォン）とのデュオ CD「Minor
Resolution」、TOKU の ア ル バ ム「Dear Mr.SINATRA」
に参加。

＜チケットお申込み方法＞
オンライン予約

http://www.triton-arts.net

（セブンイレブン、サークルＫサンクス）
（1）コンビニ決済／発券ができます。
（2）クレジットカード決済／郵送での受取ができます。
（晴海トリトンスクエア X 棟5Ｆ）
（3）事務所来店／受取ができます。

電話予約

トリトンアーツ･チケットデスク TEL. 03-3532-5702

（平日 11：00 〜 18：00）※発売初日のみ 10:00 〜受付
（1）郵便振替／郵送での受取ができます。
口座番号：00180-7-132957
口座名：トリトンアーツネットワーク
（2）銀行振込／郵送での受取ができます。
三菱ＵＦＪ銀行月島支店 普通口座〔3861736〕
口座名：トクヒ）トリトンアーツネットワーク
（晴海トリトンスクエア X 棟5Ｆ）
（3）事務所来店／受取ができます。
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＜会場までのアクセス＞
◇都営大江戸線
「勝どき」駅 A2a 出口 徒歩 8 分
◇有楽町線・都営大江戸線
「月島」駅 10 番出口 徒歩 15 分
◇都営バス
「都 03」「都 05」
「東 15」「錦 13 甲」系統 利用可
◇晴海トリトンスクエア内
有料駐車場あり
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