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シェイプ･オブ･マイ･ハート
スティング

ラ・イスラ・ボニータ～美しき島
マドンナ

ニュー・シネマ・パラダイス
エンニオ・モリコーネ

マイ・フェィヴァリット・シングス 
etc...リチャード・ロジャーズ

Guitar Concert

木村大
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OPEN 13: 30   START 14 : 00

スペシャルゲストに

世界的フラメンコギタリストの

沖仁を迎え、超絶ギター競演。

クラシックギター界の"HERO"

木村大が踏み出した

新たなる第一歩、"ONE"。

《予定プログラム》

¥5,500  
¥6,000  当日券

全席指定・税込

軽やかさも、
せつなさも、
激しさも、
秘めた想いも

すべて、ひとつだけの愛。

（ドラム＆パーカッション）

スペシャルゲスト

沖 仁
フラメンコギター

ホセ･コロン
パーカッション

主催 : 東京音協　企画制作 ： 木村音楽事務所　協力 ： TONE　後援 : 

ONE
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大手町駅

C３

よみうり大手町ホール
（読売新聞東京本社）

Ticket

クラシックギタークラシックギターの木村大が描き出すたくさんの愛のかたち。の木村大が描き出すたくさんの愛のかたち。
エンニオ・モリコーネエンニオ・モリコーネからからスティング、マドンナスティング、マドンナまでまで

愛にまつわる名曲が木村自身の愛にまつわる名曲が木村自身のアレンジアレンジにより

さらに感情豊かに空間に広がる。さらに感情豊かに空間に広がる。
おもいおもい

2014年

8月31日 OPEN 13: 30
START 14: 00

全席指定 ¥5,500 ¥6,000 

※未就学児入場不可

〔税込〕 当日券

日

所在地 ： 東京都千代田区大手町 1-7-1
最寄駅 ： 東京メトロ千代田線 丸の内線・東西線・半蔵門線／都営地下鉄 三田線　
            大手町駅　Ｃ3出口直結

お問合せ

■東京音協
■チケットぴあ
■ローソンチケット
■イープラス

０３-5774-3030 http://t-onkyo.co.jp
0570-02-9999（Pコード：230-854）
0570-084-003（Lコード：35923）

東京音協   ０３-5774-3030

http://eplus.jp（パソコン&ケータイ）

チケット発売日 10 :00～5月30日 金

オフィシャルサイト▶http://www.kimuradai.com/

オフィシャルサイト▶http://www.jose-colon.com

1982年生まれ。5歳より
父、義輝に師事、ギターと
音楽理論を学ぶ。小学1
年で第13回GLC全国学
生ギターコンクール小学
校低学年の部優勝。そ
の後、数々のコンクールを
制覇し、第39回東京国際
ギターコンクールに見事
14歳で優勝。17歳でソニーよりCDデビューし、異例の大ヒットを記録。「トップランナー」「情熱大陸」
等テレビ・ラジオに多数出演、日本のクラシック音楽界に旋風を起こす。2002年より英国王立音楽院
に留学。帰国後、NHK交響楽団、アンドリュー・ヨークとの共演、「ライブ イマージュ」ツアー参加など、
自身のリサイタル以外に多方面で活躍。2009年には東京フィルハーモニー交響楽団とアランフェス
協奏曲を共演した。CD「ロンドン・エッセイ」で雑誌「アドリブ」国内ワールド／ニュー・エイジ部門最
優秀賞を受賞。これまで７枚のCDと１枚のDVDをソニーより発売。2013年3月キングレコード移籍第
一弾アルバム「HERO」を発表。クラシックの範疇にとどまらないヴァーサタイルな才能を発揮し、ROCK
やPOPSの名曲に捧げる新たなギターの世界を打ち出した。７月には自身初のギター教則DVD「木村大
クラシック・ギター・レッスン」を発売、速さと正確さを誇るフィンガーテクニックを披露。また、フラメン
コギタリスト沖仁のアルバム「Dialogo」に名だたるアーティストとともにゲスト参加を果たした。最新
アルバムは５月発売の「ONE」。唯一無二のギタリストとして活躍する若手実力派ギタリストである。

スペイン、ヘレス・デ・ラ・フロンテーラ
（カディス）生まれ。セビリア王立高等音
楽院打楽器科で学ぶ。へレス自治体交
響楽団団員として12年以上にわたり活
動。マドリッド自治州のプロジェクト及び、
音楽学校での打楽器教師を勤める。フラ
メンコ、フラメンコ・フュージョン、ラテン、
ジャズ、ポップと数多くのコラボレーション
を重ね、サポートミュージシャンとしての出
演も多岐にわたる。現在は東京在住。

Dai Kimura, Guitar
木村大木村大

ギター コンサート“ONE”

Jose Colon, 
Percussion

ホセ･コロン

オフィシャルサイト▶http://jinoki.net/

1974年生まれ。14歳より独学でエレキギターを始
め、高校卒業後カナダで1年間クラシックギターを学
ぶ。その後、スペインと日本を往復し20代を過ごす。
2010年スペイン三大フラメンコギターコンクールの
ひとつ「第5回 ムルシア "ニーニョ・リカルド" フラメン
コギター国際コンクール」国際部門で優勝。日本人と
して初の快挙を成し遂げた。2013年、各界のトップ・
アーティストを迎えたコラボ・アルバム「Dialogo」をリ
リース。現在はソロ活動を中心に、国内外アーティス
トとの共演、楽曲提供等を精力的に行っている。

Jin Oki, 
Flamenco Guitar

沖 仁
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