


　　

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。 

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

「いちばん小さくて、いちばん身近なオーケストラ」 

About Us

Official Web Site



　　

「新しい音楽に出会うお手伝いを。」

新型コロナウイルスの影響で、芸術家は活動機会を、お客様は感動に触れる機会を大幅に失いました。 

そんな今、自分たちにできることはなんだろう。 

既存の形式に囚われず、1人でも多くの人に音楽を届けたい。 

そんな思いを胸に集った7人の若手クラシック奏者。 

ポップスからクラシックまで、幅広いレパートリーを全曲オリジナルアレンジで贈る。 

新たな音楽の扉に繋がるその中間(空間)のオーケストラ。 

それが、1RoomOrchestraです。 

Philosophy



　　

Performance

2020.05.01

11.03

2021.03.23

1st Concert  

「Play with Us! 」

2nd Concert  

「Joyeux Noel 」

3rd Concert  

「天空 城 」in Concert

4th Concert  

「Play with Us!”COMBO”」

10.10

12.09

06.27

12.10

1RoomOrchestra Project Start 

「Beatles Madley」#YouTube

「人生は夢だらけ」 

「赤いスイートピー」 

#Stand Up!Sessions!

配信型⾳楽鑑賞教室�
＠都内⼩学校

06.18

Online Concert 
#Stand Up!Orchestra



　　

Member

#1rooorchestra #clasic #pops #instruments 
#orchestra #entertainment #yuurikawabe 
#kazuhideiino #tomoeochi #hirotakaonodera 
#yamato #shiorimiyano #tomoakifutami 

▶ 6,023 views

< クラシックからポップスまで幅広いレパートリー 

< メンバー全員がプロのクラシック奏者

 Follow Us!                                              >

https://instagram.com/1roomorchestra?utm_medium=copy_link


　　

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。 

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。 
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。 
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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。 
　 

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。 
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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。 

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。 



　　

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、様々な音楽コンテンツのプロデュー
ス・製作・デザインを務める。 

STAND UP!ORCHESTRA[SonyMusic]所属　 
「ToyBox」「1RoomOrchestra」代表 
東京大学フィロムジカ管弦楽団　トレーナー
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https://youtube.com/channel/UCUbw4SCpTIMnCgI6vAz2grw

https://www.youtube.com/watch?v=Qg85-HdX48U
https://www.youtube.com/watch?v=rrNzIP51SPM
https://www.youtube.com/watch?v=kY-zib-JrA0
https://www.youtube.com/watch?v=CCNq1Uf3HWs
https://youtube.com/channel/UCUbw4SCpTIMnCgI6vAz2grw
https://www.youtube.com/watch?v=QoZSO9cDn2M


　　

Official Goods



�60min 配信�60min 提供 講師派遣

⾒積 （概算） ¥300,000~ ¥500,000~ ¥100,000~ ¥15,000~

program 7曲+α 7曲＋α 1曲~ 1名〜

【経費内訳】 出演費¥210,000~ 出演費¥210,000~ 製作費¥50,000~ 講師費¥10,000~

機材費¥30000~ 機材費¥30000~ 楽曲費¥50,000~ 諸経費¥5,000~

諸経費¥30,000~ 諸経費¥30,000~

運搬費¥20,000~ 配信費¥200,000~

交通費¥10,000~ 運搬費¥20,000~

交通費¥10,000~

1RoomOrchestra 様々 合 公演 ⾏ 可能 。�

全国各地 出張演奏、配信 ・動画提供 、柔軟 対応 。�

※ 引 受 公演 、新型 感染防⽌ 延期・中⽌ 場合、 料 ⼀切発⽣致 。

Plan



(個⼈) (法⼈)

料⾦ ¥5,000(⼀⼝) ¥25,000(⼀⼝) ¥50,000(⼀⼝) ¥100,000(⼀⼝)

期間 各公演限 半期〜 半期〜 半期〜

特典

招待券1枚�
表記�
�

期間内公演招待券2枚�
表記�
�

限定

期間内公演招待券4枚�
表記�
�

限定 �
広告掲載

期間内公演招待券8枚�
表記�
�

限定 �
広告掲載

1RoomOrchestra 、各公演 制度、年契約 ・協賛 募集 。�

得 先⾏予約・ ・限定 ⽤意 。�

※ ⾦額 異 製品 。

Sponsor



○ 問 合 際 、過去 ⾏ 公演 参考動画 渡 出来 、 気軽 問 合 。�

○各 ⾒積 概算 。 規模 合 ⾦額 前後 場合 。�

○公演決定後 案 送 。既存 加 、新曲依頼 可能 。�

○配信 ・配信機材 外注 際 ⽬安⾦額 。�

○公演 使⽤ 楽器・⾳響機材 持参 。�

○ ・演奏場所 応 、舞台設備・電源・ 等 借 場合 。�

○野外 演奏 可能 、要相談 。�

○企業案件・ 協賛 関 、 案内 。�

Contact


