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ACCESS 交通のご案内
■電車の場合
　①東京メトロ有楽町線	「豊洲」駅下車7番出口　徒歩1分

　②新交通ゆりかもめ	 「豊洲」駅下車　改札フロア直結

■バスの場合	「豊洲駅前」下車　徒歩2分
　①業10	 新橋⇔とうきょうスカイツリー駅前

　②海01	 門前仲町⇔東京テレポート駅前

　③門19	 門前仲町⇔深川車庫前、東京ビッグサイト

　④東15	 東京駅八重洲口⇔深川車庫前

　⑤錦13	 錦糸町駅前⇔晴海埠頭

　⑥錦13折返	東陽町駅前⇔昭和大学江東豊洲病院前

　⑦急行06	 森下駅前⇔日本科学未来館（土、日のみ）

Q. ファツィオリは国内に何台ありますか？ファツィオリは国内に何台ありますか？

A. 現在日本には約 80 台あります。その中で文化現在日本には約 80 台あります。その中で文化
施設などに常設されているのは 8 台で、F308施設などに常設されているのは 8 台で、F308
という一番大きいサイズは美浜町生涯学習センという一番大きいサイズは美浜町生涯学習セン
ター（福井県）にしかありません。シビックセンター（福井県）にしかありません。シビックセン
ターホールに設置されるF278という2 番目にターホールに設置されるF278という2 番目に
大きいピアノは、国内 4か所に設置されている大きいピアノは、国内 4か所に設置されている
のみで、都内では唯一の施設となります。のみで、都内では唯一の施設となります。

Q. 江東区の文化施設には、江東区の文化施設には、
 どんな外国製ピアノがありますか？ どんな外国製ピアノがありますか？

A. ティアラこうとう（江東公会堂）にスタインウェティアラこうとう（江東公会堂）にスタインウェ
イ（ドイツ）、ベーゼンドルファー（オーストリア）、イ（ドイツ）、ベーゼンドルファー（オーストリア）、
ベヒシュタイン（ドイツ）があります。そしてシビッベヒシュタイン（ドイツ）があります。そしてシビッ
クセンターホールには、第 4 番目のピアノとしてクセンターホールには、第 4 番目のピアノとして
ファツィオリ（イタリア）を設置します。江東区ファツィオリ（イタリア）を設置します。江東区
の文化施設であればピアノを選んでホールを借の文化施設であればピアノを選んでホールを借
りられ、そして音色を聴くことが出来る。そんりられ、そして音色を聴くことが出来る。そん
な選択方法が可能となります。な選択方法が可能となります。

豊洲文化センターは、平成27年9月24日（木）に豊洲シビックセンター内に移転し、
新しく300席のコンサートホールを有する文化センターとなります。
ホールに常設されるピアノはイタリアのメーカー「ファツィオリ」で、この美しい音色を聴けるのは都内で唯一ここだけです。
新しいホールで気持ちよく素敵な時間を過ごしてみましょう！ 皆様のご来場をお待ちしております。

＊＊Fazioli（ファツィオリ）ピアノについて＊＊
　1981 年、ベニスから約 60キロにあるサチーレの町で、自身も技術者でありピアニストでもあるパオロ・ファツィオリによって
設立。手作業で造られるピアノは、ファツィオリ氏本人が、１台ずつ試弾し承認したもののみを世界へ出荷しています。年間
130 台を生産、累計生産台数は約 2,400 台と希少価値の高いピアノです。ファツィオリは30 年余りの経歴ですが、ショパン130 台を生産、累計生産台数は約 2,400 台と希少価値の高いピアノです。ファツィオリは30 年余りの経歴ですが、ショパン
国際ピアノコンクール、チャイコフスキー国際コンクールの公式ピアノとして採用されており、世界的に高い評価を得ています。

都内文化施設で唯一！！

〜豊洲シビックセンターホールにイタリア発の
　「ファツィオリF278」が設置されます〜

最新のコンサートグランドピアノ「ファツィオリF278」の導入が決定しました。
豊洲シビックセンターホールは、現在建設中の豊洲シビックセンター内の4・5階部分に
オープンを予定しており、ピアノリサイタルをはじめ室内楽、合唱などをメインに、
地元の文化団体の方からプロの方まで幅広い利用が可能なホールとなります。
オープン記念公演でも、ピアノの音色が聴けるコンサートを企画しておりますので、オープン記念公演でも、ピアノの音色が聴けるコンサートを企画しておりますので、
ぜひご来場ください。公演の詳細はこのチラシの中面をご覧ください。

＜チケットのご予約＞
江東区豊洲文化センター　03-3536-5061
	 	 （9/10（木）から9/14（月）まで移転のため不通となります）	

（9:00〜21:00、第2・4月曜日休館）	http://www.kcf.or.jp
江東区内の文化センター、総合区民センター、ティアラこうとう、深川江戸資料館でも取り扱って
おります。	※森下文化センターは7/1（水）から翌年7/31（日）まで改修工事のため休館します。

チケットぴあ　0570-02-9999　http://pia.jp
［Pコード］
　・山下洋輔カルテット　265-835　・デュークエイセス　265-838
　・高嶋ちさ子「ドルチェッロ」　265-843 豊洲シビックセンターは12階建ての建物で、シビックセンターホールは5階に位置します。

1階エントランスからエレベーターで上がる
と、天井の高い広 と々したホワイエがお客
様をお出迎えします。ガラス張りで眺めも良
い開放的な空間は、コンサートの余韻をそ
のままにゆったりとくつろげるスペースです。
また、300席の客席はどこからでも観やす
く、壁や床に木材を使用した造りで上質な
時間を過ごせます。舞台背面から客席片側
の壁は開閉可能となっており、東京湾の眺
望を活かした演出も可能です。

● 名　称 豊洲シビックセンターホール
● 客席数 300席
● 楽　屋 3部屋
● 親子室、車椅子スペース

T O Y O S U  C I V I C  C E N T E R  H A L L  
豊洲シビックセンターホール

TOYOSU
CIV IC CENTER

豊洲シビックセンター オープン記念公演を開催！！

TOYOSU
CIV IC CENTER
TOYOSUTOYOSU9/24［木］

OPEN

6/10［水］チケット
販売開始AM10:00〜

江東区豊洲文化センター
〒 135-0061 東京都江東区豊洲 2-2-18 豊洲シビックセンター 8 階 
Tel.03-3536-5061  Fax.03-5560-0505



9/25 Fri. 10/14 Wed.

9/27 Sun.

とよすJAZZ倶楽部
山下洋輔
スペシャル・カルテット
日時  9/25（金）19:00開演（18:30開場）
会場 豊洲文化センター　シビックセンターホール
料金 全席指定4,000円　ティアラ友の会3,600円
＊6歳から入場可

いよいよ豊洲シビックセンターホールがオープン。記
念すべきオープニングコンサートとして「山下洋輔スペ
シャル・カルテット」の演奏をお届けします。
フリージャズの先駆者として、自由で多彩な音楽を生
み出し続ける山下洋輔とその仲間たちが繰り広げる
世界を存分にお楽しみ下さい。

出演 ： 山下洋輔（ピアノ）、坂井紅介（ベース）
　　　本田珠也（ドラム）、類家心平（トランペット）

日時 10/14（水）18:30開演（18:00開場）
会場 豊洲文化センター　シビックセンターホール
料金 全席指定4,000円　ティアラ友の会3,600円
＊6歳から入場可

 “ドルチェッロ”は東京都交響楽団所属のトップチェリ
スト古川展生と江口心一からなる チェロユニットで
す。卓越した技術を持った二人が繰り出す演奏はまさ
に日本の“２大チェロ”と言って過言ではありません。
必聴、必見です。

出 演 ： ドルチェッロ〈古川展生＆江口心一〉 （チェロ）
ゲスト ： 高嶋ちさ子（ヴァイオリン）
曲目（予定）：  バッハ／無伴奏チェロ組曲
   サン＝サーンス／白鳥　ほか

高嶋ちさ子プロデュース
「ドルチェッロ」（古川展生＆江口心一）

日時 9/26（土）15:00開演（14:30開場）
会場 豊洲文化センター　シビックセンターホール
料金 全席指定4,500円　ティアラ友の会4,000円
＊6歳から入場可

日本とハンガリー、二つの祖国を持つクラシックピアノ界の新星。いま
最も聴いておきたい若手ピアニスト、金子三勇士のソロリサイタル。
確かな技術を元にハンガリーで培われた音を、ぜひ皆さんの耳でお
確かめください。

曲目（予定）： ショパン／英雄ポロネーズ、夜想曲「遺作」
  モーツァルト／キラキラ星変奏曲
  リスト／愛の夢、ハンガリー狂詩曲第2番　ほか

金子三勇士
ピアノリサイタル
金子三勇士
ピアノリサイタル

デューク・エイセス　感謝還暦
〜結成60周年記念コンサート〜
日時 9/27（日）14:00開演（13:30開場）
会場 豊洲文化センター　シビックセンターホール
料金 全席指定4,000円　ティアラ友の会3,600円
＊6歳から入場可

PROFILE●1955年、黒人霊歌とジャズを得意とした、グ
ループとして結成。やがて、スイング感にあふれた唱法は、
コーラス界第一人者の地位を確立する。幅広いレパート
リーで、1600曲以上を持ち、多くの海外公演でもその実
力は高く評価されている。1967年「にほんのうたシリーズ」
で、日本レコード大賞特別賞・企画賞をはじめとして、文
化庁芸術祭優秀賞3回、日本作曲家大賞、古賀音楽大
賞2回、他数々を今までに受賞する。ＮＨＫ紅白歌合戦10
回出場。ヒット曲に『おさななじみ』『女ひとり』『筑波山麓
合唱団』『いい湯だな』『フェニックス・ハネムーン』『ドライ
ボーンズ』『ジェリコの闘い』など。

PROFILE●1969年、山下洋輔トリオを結成、フリー・
フォームのエネルギッシュな演奏でジャズ界に大きな衝
撃を与える。国内外の一流ジャズ・アーティストとはもとよ
り、和太鼓やシンフォニー・オーケストラとの共演など活
動の幅を広げる。2013年、山下洋輔ニューヨーク・トリオ
結成25周年アルバム『グランディオーソ』をリリース。14年
6月には山下洋輔スペシャル・ビッグバンドのCD『ボレロ
|展覧会の絵』をリリースし、コンサート・ツアーを開催す
る。99年芸術選奨文部大臣賞、03年紫綬褒章、12年旭
日小綬章受章。国立音楽大学招聘教授。演奏活動のか
たわら、多数の著書を持つエッセイストとしても知られる。
公式ホームページ http://www.jamrice.co.jp/yosuke/

PROFILE●2014年結成。ヴァ
イオリニスト高嶋ちさ子がプロ
デュースを手がける東京都交響
楽団のトップチェリスト古川展生
と江口心一からなる男性チェロ
ユニット。日本を代表する若手
チェリストとして名実共に名高い
二人がユニットを組み、2014年2
月21日にHakujuホールにて初コ
ンサートを行い、その妖艶な音
色と2Cellosを凌駕する卓越した
技術で30代女性を中心に熱烈
な支持を受け、業界内外で話題
を呼ぶ。2014年3月にユニット名
を高嶋ちさ子が"ドルチェッロ"と
命名。まさに"日本の2大チェロ
"ががっちりタッグを組んだクラ
シック界の超新星！

日時 10/30（金）19:00開演（18:30開場）
会場 豊洲文化センター　シビックセンターホール
料金 全席指定
 S席4,000円　A席3,500円　B席2,000円
 ティアラ友の会
 S席3,600円　A席3,200円　B席1,800円
 ＊当日500円増　＊6歳から入場可

驚異のギタリスト、フランスギター界をリードするトッププレイヤーが
豊洲のステージにやって来ます。世界を駆け巡る、現在最も注目さ
れている若手ギタリストの演奏にご注目ください。
※来年2月にはイーストエンド国際ギターフェスティバルを開催します。詳細
は追ってお知らせします。こちらもご期待ください。

曲目（予定）： バッハ／リュート組曲第1番
  エイトル・ヴィラ＝ロボス／ブラジル民謡組曲　ほか

第6回イーストエンド
国際ギターフェスティバル
プレコンサート
「ジュディカエル・ペロワ
ギターリサイタル」

第6回イーストエンド
国際ギターフェスティバル
プレコンサート
「ジュディカエル・ペロワ
ギターリサイタル」

9/269/26
Sat.

10/30
 Fri.

今年、結成60周年を迎えたデューク・エイセス。これま
で、日本の歌、ジャズ、クラシックなど、幅広いレパート
リーを歌い続けてきました。日本を代表する長寿コー
ラスグループの美しいハーモニーが、みなさんに元気
と勇気を贈ります。

曲目 ： おさななじみ、女ひとり、
　　　フェニックス・ハネムーン　ほか


