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東急不動産 SC マネジメント株式会社

東急プラザ銀座×Bunkamura
SPECIAL PROGRAM 秋 KIRIKO LOUNGE “Culture Salon” 開催決定
10 月 28 日（金）
10 月 30 日（日）

「反田恭平ピアノコンサート with 上野耕平(サクソフォン)」
「千宗屋トークショー」

東急不動産株式会社（本社：東京都港区、社長：植村 仁）および東急不動産 SC マネジメント株式会社（本
社：東京都港区、社長：佐藤 一志）は、銀座・数寄屋橋に今春開業した「東急プラザ銀座」にて、渋谷の複合文
化施設 Bunkamura と連携した文化イベントを定期的に開催しています。芸術の秋にちなみ、本格的なカルチャ
ーに触れることができる KIRIKO LOUNGE “Culture Salon”の開催が決定しましたので、お知らせいたします。
10 月 28 日（金）と 30 日（日）に開催する秋のイベントは、パフォーマンスとトークで、より深くより身近に本物
のカルチャーに触れられる “Culture Salon”です。東急プラザ銀座 6 階の「KIRIKO LOUNGE」にて、 「“伝統×
革新”に挑むアーティストたち」をテーマに、グローバルに活躍するアーティストの世界をご紹介します。

10 月 28 日（金）は「反田恭平ピアノコンサート with 上野耕平（サクソフォン）」。
22 歳の注目の新進ピアニスト反田恭平が、若きサクソフォン奏者のホープとして期待を集め
る上野耕平と共に登場します。本年 1 月に開催されたサントリーホールでのデビュー・リサイ
タルで大きな脚光を集め、いま最も目が離せない音楽家と称される反田恭平のクラシックピ
アノと上野耕平のサクソフォンの競演を、銀座の夜景とともにお楽しみいただけます。
参加料金は 2,500 円（ワンドリンク付、税込）。約 100 席をご用意し、予約は 10 月 1 日（土）
より東急プラザ 6 階の数寄屋橋茶房の店頭またはお電話で受付いたします。
＜反田恭平＞
10 月 30 日（日）は「千宗屋トークショー」。この日銀座では、銀座通りの周辺にお茶席を設けて行われる年に
一度の野点大茶会「第 15 回 銀茶会」が開催されます。当館では、武者小路千家 15 代家元後嗣、千宗屋のト
ークショーを開催します。
ご参加は無料で、自由に観覧いただけます。銀座が茶の湯イベントで盛
り上がる特別な日に、伝統を受け継ぎながらも次代を創る活動を続ける千

＜千 宗屋＞

宗屋が、茶の湯の醍醐味についてトークを繰り広げます。また千宗屋が現
代の住居、ライフスタイルにもあうようにと考案した新しいスタイルの立礼
卓、「茶机 天遊卓（ちゃき てんゆうじょく）」を 10 月 24 日（月）～30 日（日）
の期間展示いたしますので、あわせてお楽しみください。
＜千宗屋＞

＜KIRIKO LOUNGE Culture Salon＞ Music/クラシック「反田恭平ピアノコンサート with 上野耕平（サクソフォン）」

【開催日時】

2016 年 10 月 28 日（金）18：30 受付・飲食サービス開始、19：30 開演、20：30 終演（予定）

【会場】

東急プラザ銀座 ＜6 階 KIRIKO LOUNGE 「数寄屋橋茶房」＞

【出演】

反田恭平（ピアノ）、上野耕平（サクソフォン）

【曲目（予定）】

未定（決定次第、HP にてお知らせいたします。）

【申込方法】

東急プラザ銀座 6 階の数寄屋橋茶房の店頭
（営業時間 平日 11：00～23：00 日･祝 11：00～21：00）またはお電話にて事前予約
TEL：数寄屋橋茶房 03-6264-5590 電話予約受付時間 10：00～20：00

【予約開始日】

10 月 1 日（土）

【料金】

Music Charge 2,500 円（ワンドリンク付き、税込み）

【座席】

座席指定はできません。 （座席の割り振りは会場側で行います）

【主催】

東急プラザ銀座

【企画制作】

Bunkamura

【web サイト】

http://ginza.tokyu-plaza.com/bunkamura/

アーティストプロフィール
■反田 恭平 （Kyohei SORITA）
1994年生まれ。2012年高校在学中に、第81回日本音楽コンクール第1位入賞（高校生での優勝
は11年ぶり、併せて聴衆賞を受賞）、毎日新聞社主催による全国ツアーで好評を博す。2013年、
桐朋学園大学音楽学部に入学するも、同年9月M.ヴォスクレセンスキー氏の推薦によりロシアへ
留学。2014年チャイコフスキー記念国立モスクワ音楽院に首席で入学。2015年5月「チッタ･ディ・
カントゥ国際ピアノ協奏曲コンクール」古典派部門で優勝。同年7月、デビューアルバム「リスト」を
日本コロムビアより発売。9月には、東京フィルハーモニー交響楽団定期への異例の大抜擢を受
け、ラフマニノフ：パガニーニの主題による狂詩曲を熱演し、満員の会場で大きな反響を呼んだ。
12月には「ロシア国際音楽祭」にてマリインスキー劇場管弦楽団とのコンチェルトと、リサイタルで
マリインスキー劇場デビューを果たす。2016年1月のデビュー・リサイタルは、サントリーホール
2000席が完売し、圧倒的な演奏で観客を惹きつけた。7月にはトリノで、Aバッティストーニ指揮
RAI国立交響楽団とラフマニノフのピアノ協奏曲第2番のセッション録音を行い、11月に発売の予
定。8月の3夜連続コンサートをすべて違うプログラムで行い、各日コンサートの前半部分をライブ
収録しその日のうちに持ちかえるというCD付きプログラムも話題になる。
また、このチケットは、一般発売当日に完売し、3日間の追加公演を行うなど、もっとも勢いのある
ピアニストとして注目されている。現在、M.ヴォスクレセンスキー、S.・クドリャコフ、A.ガマレイ各氏
に師事し、ロシアを拠点にし、国内外にて演奏活動を意欲的に行っている。

■上野 耕平 (Kohei UENO)
1992年生まれ。茨城県東海村出身。8歳から吹奏楽部でサックスを始め、東京藝術大学器楽科を
卒業。これまでに須川展也、鶴飼奈民、原博巳の各氏に師事。
第28回日本管打楽器コンクールサクソフォン部門において、史上最年少で第1位ならびに特別大
賞を受賞。2014年11月、第6回アドルフ・サックス国際コンクールにおいて、第2位を受賞。現地メ
ディアを通じて日本でもそのニュースが話題になる。
また、スコットランドにて行われた第16回世界サクソフォンコングレスでは、ソリストとして出場し、
世界の大御所たちから大喝采を浴びた。
2015年9月の日本フィルハーモニー交響楽団定期公演に指揮者の山田和樹氏に大抜擢。この公
演は、クラシックサックスの可能性が最大限に引き出され、好評を博す。また2016年4月のB→C
公演では、全曲無伴奏で挑戦し高評価を得ている。
CDデビューは2014年「アドルフに告ぐ」、2015年にはコンサートマスターを務める、ぱんだウインド
オーケストラのCDをリリース。現在、演奏活動のみならず「題名のない音楽会」、「報道ステーショ
ン」等メディアにも多く出演している。
また2016年4月からは昭和音楽大学の非常勤講師として後進の指導にあたっている。

《The Rev Saxophone Quartet》、ぱんだウインドオーケストラコンサートマスター。
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＜KIRIKO LOUNGE Culture Salon＞ ART/茶の湯

「千宗屋トークショー」

【開催日時】

2016 年 10 月 30 日（日） 16：30 開演、17：30 終演（予定）

【会場】

東急プラザ銀座 6 階 KIRIKO LOUNGE

【出演】

ゲスト 千宗屋、ナビゲーター 末吉里花（フリーアナウンサー）

【内容】

トークショー
・千宗屋が茶の湯の魅力を語ります。
（千宗屋が、現代の住居にも合うようにと考案した新しいスタイルの立礼卓「茶机 天遊卓」
を、10 月 24 日（月）～30 日（日）、東急プラザ銀座 6 階「KIRIKO LOUNGE」にて展示いたし
ます。）

【申込方法】

予約申込不要

【料金】

無料

【主催】

東急プラザ銀座

【企画制作】

Bunkamura

【web サイト】

http://ginza.tokyu-plaza.com/bunkamura/

プロフィール
■千 宗屋 （Souoku SEN）
1975 年、京都市生まれ。武者小路千家 15 代家元後嗣、明治学院大学非常勤
講師（日本美術史）、慶應義塾大学総合政策学部特任准教授。京都国際観光
大使。2001 年、慶應義塾大学大学院修士課程修了。13 年 1 月、京都府文化
賞奨励賞受賞。著書に『茶 利休と今をつなぐ』（新潮社）、『もしも利休があな
たを招いたら 茶の湯に学ぶ“逆説”の もてなし』（角川書店）など。

＜ご参考＞テーマは“PLAY FASHION”
2016 年秋冬の新作ファッションフェアを開催中
オープン後初めて迎える秋冬シーズン、東急プラザ銀座では、“PLAY FASHION”
をテーマにした、秋冬の新作フェアを開催中です。“fashion”をアグレッシブに楽し
む方々のために、品格とトレンドを兼ね備えたファッションアイテムを多数取り揃え
て、ご紹介しております。
西銀座通りに並ぶグローバルブランドの旗艦店で最新のモードに出会う、8 フロア
に及ぶファッション・雑貨などの物販フロアで、アートを身に着ける感覚の「playful」
なアイテムでお洒落の新境地を発見する、「cozy」で上質なリアルクローズで心地
良さを体感する、「elegance」なウエアやシューズで大人の女性を演出する… 秋
冬の東急プラザ銀座で、“fashion”の多彩な楽しみを満喫してください。
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