
工藤 セシリア （ピアノ） 細川 千尋 （ピアノ）

富山県生まれ。2013年スイス、モントルー・ジャズ・フェスティバル・ソ
ロ・ピアノ・コンペティションにて、日本人女性初のファイナリストとな
る。13年11月、富山でソロコンサートを行い、モントルー・ジャズ・フェ
スティバル・イン・かわさきでは、チューチョ・ヴァルデス公演のオープ
ニングアクトを務め、連弾で共演。14年4月にはアルテリッカしんゆり
芸術祭にてソロコンサート、8月にはミューザ川崎シンフォニーホール
でガーシュイン/ラプソディ・イン・ブルーをオーケストラと共演。9月、
モントルー（スイス）で行われたセプテンバー・ミュージックにソロで
出演。川崎市アゼリア輝賞受賞。これまでに、イタリア、スイス、ベルギ
ーでリサイタルを開催。オリジナル作品ソロCD「Thanks!」「I'm home!」
を発売。昭和音楽大学大学院修了。現在、昭和音楽大学附属ピアノア
ートアカデミーに在籍。江口文子氏に師事。
Official Blog：「ほそかわちひろ」http://ameblo.jp/c-6-12/ 

○ 時間 ： 各回 12：30 開演 （12:00開場） *1時間休憩なし
○ 会場 ： 白寿本社ビル1階ロビー 
 〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷1-37-5 白寿本社ビル1階　
 小田急線代々木八幡駅･千代田線代々木公園駅 徒歩5分

○ チケット料金 ： お得なランチチケット付き　各回全席自由  2,500 円 （税込） 
 ※店舗によって追加料金が発生いたします。　

 コンサートのみ　各回全席自由 1,500 円 （税込）　

　 株式会社白寿生科学研究所は、
音楽を通じて “ゆとりある精神 ”を
　 実現する場を提供いたします

主催 : 株式会社白寿生科学研究所　
協力 : 一般財団法人日本クラシックソムリエ協会 
　　　ベーゼンドルファー･ジャパン

※サロンコンサートの会場は、本社社屋１階エントランススペースになるため、
　社員・来客・業者等による人の出入り、外からの騒音などをあらかじめ
　ご了承お願いいたします。

アーレン：オーバー･ザ･レインボー
中村八大：上を向いて歩こう
細川千尋：I'm home!／Thanks!　他

 

ドビュッシー：アラベスク1番／2番
ラフマニノフ：練習曲集「音の絵」第5番 op.33-5
ラフマニノフ：プレリュード op.3-2

話題のピアニスト、
セシリアの“パリからの贈り物”

ランチタイム・コンサート

※出演者・曲目等が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※未就学児入場可（要チケット）
※一度ご購入いただきましたチケットについては、キャンセル・変更はできかねます。
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オールジャンルがレパートリー
多彩な才能のジャズの新星

● ご予約・お問合せ ： Hakuju Hallチケットセンター 03-5478-8700　
　　　　　　　　　　　　　 10:00～18:00 火～土 （祝日・休館日を除く）

ランチチケットのご購入方法などの詳細は、裏面をご覧ください →

フランスのリールに生まれる。本名は工藤セシリア祐意。セシリアはク
リスチャンネーム。4歳よりピアノを始め、1999年パリ国立地方音楽院
に入学。鷲見加寿子、L.ベルリンスカヤなどの下で研鑽を積む。幼少の
頃よりダリウス・ミヨー・コンクール等多くのコンクールに参加し、第1位
を獲得している8歳のときフランスと日本で初めてコンサートに出演。
最近では東京や札幌、横浜、浜松などでソロや室内楽の公演を行って
いる。海外ではフランス国内でのリサイタルをはじめ、「サン＝テミリオ
ン音楽祭」への参加や、シンガポール、ロシア、韓国でも演奏をおこなっ
ている。2014年パリ・エコール・ノルマル音楽院を終了し、7月にソニー
・ミュージックダイレクトより初のCD「オマージュ・ア・ドビュッシー」を発
売し、15年には、父であるフルート奏者工藤重典氏とのニューアルバム
「ウィーンの薫り～フルート・ソナタ集」と「アンコール」を続けてリリー
スし、レコード芸術特撰に選ばれるなど話題となっている。
工藤セシリアブログ　http://ameblo.jp/yuicecilia-pf/

(C)Bren.yaBA



★ランチチケットをご購入の方には、コンサート会場にて、
　ハクジュオリジナルのカルシウム飲料 “カルロン”を
　1本プレゼント！
★コンサートチケットのみのお客様にも、
　ハクジュオリジナル  食物繊維たっぷりのサプリメント　“ササロン ＆ アルカロン”（お試しサンプル）を
　差し上げます！

たいへんお得なコンサートとランチのセットをご用意いたしました！
コンサートの前や帰り道に、近隣のおいしくて素敵なレストラン＆カフェで、ゆったりとしたお時間をお過ごしください

○ランチチケット（コンサート 表面より1公演 ＋ ランチ レストラン①～⑦）　  　　　   　　　　　　　　 ￥2,500（税込）
＊ランチチケットは、ご注文の際にご提示ください。　　　　　   　　                          ⑥ LIFE でお食事をされる際は、追加料金800円をお店にお支払ください
 

ランチチケット購入方法

● Hakuju Hallチケットセンターへお電話ください。
　 Tel. 03-5478-8700　10：00～18：00 火～土（祝日・休館日を除く）
　  *公演日10日前までにご予約ください。

● Hakuju Hallまで直接ご来館いただいてのお渡しか、
　 または郵送にてチケットをお送りいたします。

　　　　　　ご来館 → 現金のみ（ご予約から10日以内）
　　　　　　郵　送 → 銀行振込（ご予約から10日以内）
  または クレジットカード（VISA / MASTERのみ）
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※利用店舗によって定休日が異なりますのでご注意ください。　※時間帯によっては混雑する場合がございます。満席のためご希望の店舗をご利用いただけない場合がございますので、予めご了承ください。
※ランチチケットは公演当日限り有効です。　※一度ご購入いただいたランチチケットのキャンセル・変更、またランチチケットをご利用されなかった場合の払い戻しはできかねます。
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お得なランチチケット の ご案内

① 麗郷　                               台湾料理 / 月曜定休
ランチ（3種・各970円・デザートつき）に

＋もう プラス！（点心など）
TEL：03-3485-3052 　
11：30-14：30　

渋谷区富ヶ谷1-14-18 
ハウス池田1Ｆ

③ Betterave Bistro Jiro 　　　　　   ビストロ / 不定休
1,080円のランチに

（通常別料金250円）をプラス！
TEL：03-5790-9466　
11：30-15：00（L.O. 14：00）　

渋谷区富ヶ谷1-10-5 
パークサイドコグレ1F

⑤ 成瀬風わがまま食材工房 joji     和食 / 月曜定休
850円のランチに

（通常別料金220円）をプラス！
TEL：03-3460-7888　
11：30-14：00（L.O. 13：50）

渋谷区富ヶ谷1-44-1 
ロイヤルタワー代々木公園1F

② Bojun tomigaya　   　カフェ＆ビストロ / 月曜定休

1,000円のランチ（現在4種）に

（通常別料金100円）をプラス！
TEL：03-6804-9550　
11：30-14：30（L.O.） 
一部ランチメニューは17：00まで

渋谷区富ヶ谷1-35-20 
富ヶ谷スプリングス2F　

④ スペインバル ocho　　      スペインバル / 火曜定休
1,000円のランチ（1～2種・ドリンクつき）に

をプラス！
TEL：03-3468-0508　
11：30- 15：00（L.O.）

渋谷区富ヶ谷1-9-22 
守友ビル1F

⑥ LIFE　　　　　　　　　　　　　　         イタリアン / 無休

平日13時から提供する  （デザート・ドリンクつき）

通常2,060円 が   でご提供！
TEL：03-3467-3479  
11：45-15：00（L.O. 14：30）　

渋谷区富ケ谷1-9-19-1F

⑦ PIZZERIA&BAR CERTO!                 イタリアン / 無休
709円～980円のランチに  （通常別料金100円）

＋ （通常別料金330円）プラス！
TEL：03-5452-4331　
11：30-15：00（L.O. 14：45）　

渋谷区富ヶ谷1-53-5  IR代々木B1F


