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2020 10.10(Sat)18:00 LIVE Start!

「ここからはじまる。新しいコンサートのカタチ。」

“クラシックコンサートの概念を変えよう”

協力



01 配信会場

151-0063 東京都渋谷区富ケ谷１丁目１１ 

-緑豊かな代々木の環境で最新と伝統の融合を- 
最新のデジタル機材のサウンドと、ヴィンテージアナログ機材の温かみを組み合わせ、 
Studio Tantaは無限大の音作りの可能性を提供します。

Studio TANTA



 

02 コンサート概要

若手クラシック奏者が挑む、新しい演奏形式。 

自宅にいながらライブでコンサートを楽しめる。 

もちろん見逃してもアーカイブで繰り返し視聴可能。 

最新技術を用いた演出で、今までのクラシックコンサートの概念を変える。 

幅広い世代が楽しめる。コンサートの新しいカタチ。 

「どこにいてもスマホ一台で見れる。」 

「目でも耳でも楽しめる新感覚コンサート」 

「迫力ある音と美しい映像、鮮やかな光の演出。」 



03 1 Room Orchestra

若手クラシック奏者が集った7人編成のアンサンブルグループ。 

クラシックからポップスまで幅広いレパートリーを持つ。 

既存の演奏形式に捉われない、新しい音楽表現に挑む。 

目指すは「クラシック×エンターテイメント」の体現。 

メンバー全員がSTAND UP!ORCHESTRA（SonyMusic）所属。 



Member

Violin 
河邊佑里　Yuuri Kawabe
桐朋学園女子高等学校音楽科経て、桐朋学園大学音楽学部
音楽科(Vn)卒業。 
ディノ・チャーニ音楽祭、ニース国際音楽アカデミーマス
タークラスに参加。ディプロマ取得。イタリア各地やフラ
ンスにて演奏。 
第42回茨城県新人演奏会出演。第10回ベーテン音楽コン
クール第1位。東京ユニバーサルフィルハーモニー管弦楽団
と共演。 
これまでに、飯塚直子、鷲見健彰、鷲見野冨子、鷲見恵理
子、恵藤久美子、各氏に師事。
SonyMusic"STANDUP!ORCHESTRA"メンバー。 
現在、室内楽やミュージカルやレコーディング、アーティ
ストサポートなど幅広く活動している。 

#メンバー最年少ながらツッコミ係



Viola 
飯野和英　Kazuhide Iino
 東京音楽大学入学時にヴィオラに転向し、卒業後は東京芸術大
学大学院音楽研究科ヴィオラ専攻修士課程に入学し2014年3月
に卒業。 
2015年9月より渡仏。オー＝ド＝セーヌ県立ジュヌヴィリエ音
楽院に在籍。同時にバロックヴィオラを学び始め、演奏活動の
幅を広げている。パリにてコンテンポラリーダンスとヴィオラ
の為の"La Sante" を自作自演により発表。好評を博す。これを
機に弦楽四重奏やビオラ、バロックビオラの現代作品、DTM
とアコースティック楽器を組み合わせた音楽の作曲をはじめ
る。 
サントリーホール室内楽アカデミー第二期フェロー修了。第3
回蓼科音楽コンクール弦楽器部門第3位。第12回日本演奏家コ
ンクール弦楽器部門第2位(1位無し)。第19回コンセールマロニ
エ入選。市川新人コンクール優秀賞。これまでにヴィオラを兎
束俊之、大野かおる、川崎和憲、百武由紀、Piere Henri 
Xuereb各氏に師事。2017年1月～2019年8月まで仙台フィル
ハーモニー管弦楽団ヴィオラ副首席奏者を経て2019年9月より
自身の演奏活動を開始。 

 #ワイングラスでアイスコーヒー飲んじゃう男前　 



Flute 
落友恵　Tomoe Ochi

東京音楽大学音楽学部音楽学科器楽専攻(フルート)卒業。 

フルートを岡本弥生、森川道代、中野真理各氏に師事。室内
楽を工藤重典、四戸世紀、中野真理、宮本文昭、水谷上総、
相澤政宏各氏に師事。 
第44回長崎県新人演奏会優秀賞。 
現在はフリーのフルーティストとして室内楽や、オーケスト
ラを中心に音楽活動を行なっている。ソニーミュージックエ
ンタテインメント主宰「STAND UP! ORCHESTRA」メン
バーとしては日本初の野外クラシック音楽フェスとなる「ス
タンドアップ！クラシックフェスティバル」や、映画「蜜蜂
と遠雷」「Animelo Summer Live2019」に出演するなど演
奏活動を行なっている。 
「ディズニー・オン・クラシック2019」秋全国ツアー客演。 

#こう見えてアニメ博士　 



Trumpet 
小野寺宏貴　Hirotaka Onodera

2015年東京音楽大学卒業。 
レインボウ21サントリーホールデビューコンサート
2014、第58回東京国際芸術協会新人演奏会、小澤征爾音
楽塾オペラ•プロジェクトXIV「こうもり」の各公演に出
演。ガボール・タルケヴィ、アンソニー・プログ、マル
ティン・アンゲラー各氏のマスタークラスを受講。 
トランペットを津堅直弘、栃本浩規、井川明彦、高橋
敦、多田将太郎、アンドレ・アンリ各氏に師事。 

株式会社ヤマハミュージックジャパンインストラク
ター。現在、都内オーケストラ、吹奏楽、室内楽、ミュー
ジカルなどの幅広い演奏活動を行う。 
STAND UP!CLASSIC ORCHESTRA、Brass Ensemble 
Bee各メンバー。 

#某SNSで超有名人　



Trombone  YAMATO

Bass Trombone 及びContrabass Trombone奏者。 
第32回CONCERT VIVANT 新人オーディション合
格。 
第8回日本トロンボーン学生音楽コンクール4位。 
第1回K金管楽器コンクール入賞。 
第3回日本トロンボーンコンペディション第2位。 

トロンボーンを門脇賀智志、萩谷克己、Karl 
Jeitler、黒金寛行の各氏に師事。尚美ミュージック
カレッジ専門学校演奏助手、国立音楽院吹奏楽トレー
ナー、SONY STAND UP! ORCHESTRA、文化庁芸
術家派遣事業講師、さいたま市部活動指導員、公益社
団法人 日本吹奏楽指導者協会に所属。 

#よくイジられるみんなの頼れるアニキ　 



Piano 
宮野志織　Shiori Miyano
東京都立芸術高校音楽科を卒業し渡仏。 

パリ国立地方音楽院ピアノ科を満場一致の首席で卒業
し、同時に同音楽院伴奏科及び室内楽科を卒業。 

第88回レオポルドベラン国際音楽コンクール室内楽部門
第1位受賞等国内外のコンクールで優勝及び入賞。 

また仏トゥールーズの音楽祭でのリサイタルやその他各
地での演奏会、ウィーン放送交響楽団メンバーによる弦
楽四重奏団との共演を重ねる。 

現在はソロ、室内楽奏者として、在日フランス大使公邸
にて招待演奏をするなど様々な場所で演奏活動を広げる
ほか、後進の育成にあたるなど精力的に活動している。 
STAND UP!CLASSIC!(SonyMusic)所属。 

#天然系美人ピアニスト　 



Percussion 
二見智祥　Tomoaki Futami

東京都台東区出身。　 

2014年度国立音楽大学卒業。同大学主催新人演奏会に出
演。同年の全日本打楽器協会新人演奏会にて優秀賞を受
賞。 
主に在京のオーケストラ・歌劇場・アンサンブルなどで
ティンパニ・打楽器を担当。企業CM・TVなどのメディア
出演、音楽フェス、フラッシュモブなどの音楽イベントに
多数参加。 

Jr.オーケストラ、吹奏楽、大学オーケストラなど後進の指
導にも力を入れている。 

現在は音楽家×映像クリエイターの共同プロジェクト
「ist」を立ち上げ、Youtubeを中心としたオンライン芸術
活動を行うと共に、小・中規模のコンサート、企業案件の
企画プロデュースも手がける。 

STAND UP!ORCHESTRA[SonyMusic]所属　 
「ToyBox」「1RoomOrchestra」代表 

#イケメン敏腕社長　 



04 プログラム （全曲オリジナルアレンジ）

アイネ・クライネ・ナハトムジーク  / Wolfgang Amadeus Mozart　Arr . 三國浩平
第一稿 

名前を見てもピンと来ない人も多いだろうが、冒頭を聴いただけで「あぁ！この曲はッ！」と誰もが思ってしまう印象的なメロディ 

言わずと知れた音楽の神童ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトが作曲したセレナードのひとつ 

アイネクライネナハトムジークである。 

本来、弦楽合奏や弦楽五重奏といった弦楽器のみの編成で演奏されるが今回は三國浩平氏によるオリジナルアレンジ。 

既存の形式に囚われない、新しい音楽表現に挑んだ作品によって1 Room Orchestraの幕開けとなる。 

第二稿 

美女だ。。。 

誰もがそう呟いてしまうのではないだろうか、 

美しいフルートを奏でるのは落友恵。 

メンバーの中でふわふわ系可愛い女子として私の中で大人気である。 

静寂の中、夜明けと共に産声を上げた。 

1 Room Orchestraのオープニングにふさわしい登場の仕方である。 

そのフルートの美しい音色に添い遂げるかのようにまた一つ音が聴こえてくる。 

ヴァイオリンの河邊佑里だ。凛とした目のカッコイイ系女子がヴァイオリンを弾いているだけでもう釘付けなのではないだろうか。 

その二人を支えるかの様にイケメンヴィオラ奏者、飯野和英が加わる。一眼でわかるイイ男。ダンディだ、渋いぞ飯野よ。 

同じ男からしても惚れてしまう。神は不平等である。 



次にエレガントと大人の美しさを兼ね揃えたピアニスト宮野志織がワルツのリズムを奏でる。 

ピアノは言わずと知れた音楽の登竜門であり、一人オーケストラとも言われるほど豊かな表現力を発揮する楽器でもあるがその技術は奏者
によって左右されやすい為、最も難易度の高い楽器としても知られているがどうだろうか。 

猫ふんじゃったを高速で弾くことしかできない私の語彙力では到底表しきれない。 

メロディを奏でるのは甘いマスクと音色の持ち主イケメントランペッター小野寺宏貴。 

近年マエストロとしてもSNS上で実力を発揮しつつある彼だが軽快なワルツを見事に吹きこなしている。 

トランペットはなんといっても花形楽器、部活や個人で楽器を始める時に必ずメジャーなラインナップに名を連ねる楽器だが決して簡単な
ものではない。 

幾度となく襲いかかるプレッシャーと音の壁に打ち勝った猛者のみが生き残るトランペット界のプリンスと言っても過言ではない。 

雰囲気がガラッとファンクに変わるキッカケとなるドラムを担当するのは我が1 Room Orchestraデザイン担当兼事務局長兼仕掛人兼編集
担当兼二見保育園副園長兼社長。。。つまりリーダーの二見智祥。 

やはりイケメンである。カワイイ系イケメン日本代表レベルの顔面偏差値と聴衆を圧倒する演奏技術の激しいギャップが堪らない。 

今回は一般的なドラムセットではなく電子楽器を取り入れた最新のハイブリッドセットで登場。 

うまい、うますぎる。 

才色兼備なメンバーが集結したが、 

冒頭から約2:30微動だにせず、119小節もの休みを経てやっと楽器を構えたこの男、 

絶対好きな女の子が吹奏楽に入ったから自分も入った系男子、または昔のヒーロー戦隊で言うところのカレー好きそうなイエロー担当が当
てはまりそうなYAMATOである。 

何故、美男美女が揃ったスペシャルメンバーの中に彼がいるのか。皆さんは疑問に思っているのではないだろうか。 

是非安心してもらいたい。私も同じくずっと疑問に思っているからだ。 

そんな1 Room Orchestraがお届けする第一曲目はW.A.モーツァルト作曲のアイネ クライネ ナハトムジークだ。　　                  
By　YAMATO 



ジブリJazzメドレー   /   久石譲            Arr.　関口孝明

月の光  /  Claude Achille Debussy              Arr.   大野瑞季

日本を代表するアニメ作品として、数多くの名作を生み出してきたジブリシリーズ。 

子どもから大人まで、世界中の人が愛してやまない作品の数は全22作。その良さは、作品の完成度の高さやスクリーンに映し出される 

繊細で緻密な絵、常に現代性第一に考えたストーリーと、観る人々によって様々だろう。 

そして音楽もそのひとつである。今回は、そんな聴いた人の心を動かしてきた名曲たちを、ジャズメドレーにしてお送りする。 

普段とは違ったテイストと、この編成ならではの繊細かつ華やかなサウンドをお楽しみ頂きたい。 

曲目は、「となりのトトロ」”さんぽ”、「ハウルの動く城」”人生のメリーゴーランド”、「風立ちぬ」”旅路(夢中飛行)”、 

「魔女の宅急便」”海の見える街”、「風の谷のナウシカ」”君をのせて”。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　By　小野寺 

ドビュッシーが28歳頃に作曲した、4曲から成るピアノ独奏曲〈ベルガマスク組曲〉の第3曲。 

夜想曲として作られ、当初のタイトルは『感傷的な散歩道』。 

この曲は実際の月の光をモチーフに作曲されたのではなく、詩人・ヴェルレーヌの詩集「艶なる宴」より『月の光』をきっかけ
に作曲したと言われている。 

今回は大野瑞季さんによる1ROオリジナルアレンジでお送りする。 

　　　　…… 物悲しい短調に乗せて歌うは　勝ち誇った愛と時宜を得た人生 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幸せを信じられないその歌は　清らかな月の光に溶けていく …… 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（「艶なる宴」より『月の光』抜粋） 

　　　　　By　宮野



パプリカ    /     米津玄師              Arr.　今村愛紀

ジョージ・ガーシュインはポピュラー音楽とクラシック音楽両方で活躍した数少ない音楽家で、「I got rhythm」や「パリのア
メリカ人」は今やドラマや劇中歌、オーケストラのコンサートなどでも演奏され、多くの人々に愛されている。 

今回、1ROの為に新たにアレンジされたガーシュインメドレーは、オーケストラで演奏される楽器とは異なる楽器がメロディラ
インを担当している。 

ラプソディーインブルーからスタートするこのメドレー、本来クラリネットが演奏するはずの最初のメロディを、どの楽器が演
奏するのか注目して欲しい。 

ガーシュインの魅力溢れる曲を少しづつ詰め合わせたこのメドレーは、まるで彼が見たもの聞いたものを巡りながら一緒に旅を
しているかのようだ。 

By　飯野

ガーシュインメドレー  /  George Gershwin        Arr. 三國浩平

NHKが「2020年とその先の未来に向かって頑張っている全ての人を応援するプロジェクト」として開始した「〈NHK〉2020
応援ソング プロジェクト」による応援ソングとして、小学生5人で構成されたFoorinが歌い、今や日本を代表するシンガーソン
ングライターの米津玄師が作詞・作曲、プロデュースにより製作された曲である。 

「日本のこども達から、世界のこども達へ、大きな輪をひろげていきたい」 

そんな思いが込められた曲を、今回は今村愛紀さんによる1Room Orchestraオリジナルアレンジでお届けする。 

By　河邊 



20世紀を代表するイギリス生まれの伝説のロックバンド「THE BEATLES」 

1 Room Orchestraが結成して最初に取り組んだ作品が、このメドレーである。 

コロナ禍のためリモートでの映像制作となったが、音楽の素晴らしさ、当たり前だと思っていた楽器を演奏出来る喜びを再認
識できた作品だった。そして 今夜、メンバー全員が再び集まってこの作品に取り掛かれることに心から感謝している。 

決して色あせない彼らの名曲は、今更ここで素晴らしさを語る必要もなく、クラシック奏者として、どの世代にも愛され、 

そして今後も語り継がれるであろう音楽に携われることを光栄に思う。 

今や「現代クラシック」と言うに相応しい彼らの音楽は、僕ら1ROによって次の担い手へと”奏で継がれる” 

By 　二見

THE BEATLESメドレー  /  THE BEATLES        Arr.  和音正人

ディズニーを代表する不朽の名作映画「リトル・マーメイド」。 

美しい声の持ち主、人魚姫アリエルが地上に憧れ、人間の王子に恋心を抱く物語。 

アカデミー賞、グラミー賞を数多く受賞する現代の巨匠アラン・メンケンにより作曲された珠玉の名曲たちの中から、 

「アンダー・ザ・シー」「キス・ザ・ガール」「パート・オブ・ユア・ワールド」をオリジナルアレンジメドレーでお届け。 

By　落

リトルマーメイドメドレー  /  Alan Menken    Arr.  関口孝明



　

05 ご協賛のお願い

ご協賛・ご支援

サポーター スポンサー 特別スポンサー
オフィシャル 
スポンサー

協賛金額 一口　¥5,000 一口　¥25,000 一口　¥50,000 一口　¥100,000

お名前 
プログラム掲載 ○ ○ ○ ○

1ROグッズ贈呈 ○ ○ ○ ○

コンサートご招待 1名 5名 10名 20名

プログラム企業様 
テキストリンク掲載 × ○ ○ ○

Youtubeでの 
企業様CM放映 × × 半年間 1年間

※今後ご支援いただきましたサポーター様、スポンサー様へは次回公演からのご招待となります。 

※Youtube広告はistチャンネルでの1RO動画での広告掲載となります。 

※その他ご不明な点などございましたら one.room.orchestra@gmail.comまでお気軽にお問い合わせください。 



　

ご協賛・ご支援いただいた方々

MacrossF_VF25様 

Tomoyo様 

♬DJ RAVE♬様 

奥田 健志様 

yuutan🌿🐈♫様 

もりぞう様 

高村 光三郎様 

池ちゃん様 

深津浩美様 

chocola様 

一心堂製餡所様 

河邉信行様 

花手紙様 

二見家庭保育室様 

宮野応援団一同様 

落 政美様 

落 義男様 

鈴木 治様 

遊食家Boo様 



　　

06 Youtube チャンネル

－音楽家×映像クリエイターの共同プロジェクト－ 
日本の芸術文化の魅力を発信するYoutubeチャンネル「ist」にて 

1 Room Orchestraの映像作品や活動風景を投稿中。



07 その他・お問い合わせ

□日時　2020年10月10日（土）  

□配信会場　Studio TANTA 

□時間　18:00　LIVE START  

□チケット料金　配信視聴券 ¥2,500（アーカイブ含む） 

※アーカイブは10月12日に公開予定（専用曲を別途差し替えのため） 

『 1 Room Orchestra 2nd Concert 』　Coming Soon ! 

【お問い合わせ】 

代表　二見智祥（フタミトモアキ） 

MAIL one.room.orchestra@gmail.com 

1 Room Orchestra　LIVE Concert「Play with Us」

Follow Us!

mailto:one.room.orchestra@gmail.com
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