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東京グランド・ソロイスツ（TGS）第５回演奏会
三浦一馬率いる夢の室内オーケストラ

ピアソラ・ザ・ベスト

A. ピアソラ：リベルタンゴ ／デカリシモ ／アディオス・ノニーノ ／ブエノスアイレスの四季
2021 年 7 月 3 日（土）14：00 開演

全席指定 一般 6,000 円

会場：第一生命ホール

バルコニー席 3,000 円

他

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。

2021 年４月６日（火）11：00 〜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 〜 17：00］
WEB http://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。

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

重要 ご来場前のお願い（新型コロナウイルス対策）ウエブサイト www.triton-arts.net 上に【新型コロナウイルス感染症対策とご来場のお願い】を公開中です。
状況によっては内容が変わる可能性がございますので、ご来場前に必ずご確認いただけるようお願いいたします。

この第一生命ホールを本拠地として、2017 年に産声を上げた東京グランド・ソロイスツ。最高の共演者たちに
恵まれ、真剣勝負で新たなピアソラ像にアプローチできていること、その事実に、僕はこの上ない歓びと手応
えを感じている。もちろん、毎年会場にお越し下さる方がいらっしゃるのも心強い限りだ。そして何より、今年
2021 年は「ピアソラ生誕 100 周年」という歴史的な節目に立ち会えることに心から感謝したい。
毎年のように、この定期演奏会では、実験的なことも含め様々なアプローチをしているが、今年はもう、一言で
言うなれば「ピアソラ・フェスティバル」である。難しいことは抜きに、ピアソラの王道「ザ・ベスト」を沢山お
聴き頂きたいと思う。皆様と共に、このアニヴァーサリーを盛大に祝福できれば嬉しい。

三浦 一馬

三浦 一馬（バンドネオン）Kazuma Miura
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・
アルゲリッチやユーリー・バシュメットらと共演して大きな話題と絶賛を呼んだ。14 年度出光音楽賞
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 回定期演奏会でルイス・バカロフ作曲
の「ミサ・タンゴ」のソリストに抜擢され好評を博す。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。2021 年、ピアソラ生誕 100 年に合わせて、東京グランドソロイスツとし
ての初音源・最新盤「ブエノスアイレス午前零時」を 3 月リリース、同時にピアソライヤーを記念した
全国ツアー公演の開催を予定。NHK 大河ドラマ「青天を衝け」の大河紀行音楽演奏を担当するなど若
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。

Ⓒ藤本史昭

2019 年公演

ⒸSatoshi Oono

ピアソラ生誕 100 年記念
世界初、三浦一馬率いる夢のピアソラ室内オーケストラ
キングレコード（KICC ‒ 1567）

東京グランド・ソロイスツ初のライブ CD

ブエノスアイレス午前零時
三浦一馬 presents
東京グランド・ソロイスツ
2021 年３月 10 日発売

第一生命ホールにおけるライブ録音

（2018 年７月 16 日／ 2020 年 8 月 23 日）

＜チケットお申込み方法＞

リベルタンゴ

（2012 年 11 月 21 日）

キングレコード

Victor Entertainment

KICC-1471

タンゴ・スイート
（2009 年３月 18 日）
Victor Entertainment

VICC-60689

ブエノスアイレスの四季

（2011 年 11 月 16 日）
Victor Entertainment

VICC-60785

＜会場までのアクセス＞

http://www.triton-arts.net

（1）コンビニ決済／発券ができます。
（セブンイレブン）
（2）クレジットカード決済／郵送での受取ができます。
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 〜 17：00）
（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

◇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

VICC-60826

ス・ワンダフル 〜三浦一馬

プレイズ・ガーシュウィン〜
（2015 年４月８日）
Victor Entertainment

［DVD］

VICC-60924

KAZUMA MIURA
QUINTET Live in Tokyo
（2016 年６月 14 日）

＊チケットデスクの来社窓口業務は、当面の間休業とさせていただいております。
オンライン予約

カーメラタンゴス

（2018 年 10 月 24 日）

