バリリQ、
コンツェルトハウスSQからヒンク、
キュッヒェルSQに引き継がれた
ウィーン・フィル室内楽の伝統を21世紀の今、

シュトイデ・カルテット がより強いメッセージを携え、
新しい頁を開きます。

Holger Groh | 2nd violin

ホルガー・グロー｜第2ヴァイオリン

Volkhard Steude | 1st violin

フォルクハルト・シュトイデ｜第1ヴァイオリン

Wolfgang Härtel | violoncello

ヴォルフガング・ヘルテル｜チェロ

Elmar Landerer | viola

エルマー・ランデラー｜ヴィオラ

Steude Quartet

©Wilfried Kazuki Hedenborg

シュトイデ弦楽四重奏団
〜死と乙女〜

10｜17

2018年

18：30開場
19：00開演

“Death and the Maiden”
ハイ
ドン｜HAYDN

弦楽四重奏曲 第17番
ヘ長調 Op.3-5 Hob.Ⅲ：17

セレナーデ

String Quartet in F Major, Op.3 No.5 Hob.III: 17 “Serenade”
［都営大江戸線 築地市場駅 A2出口 徒歩3分］

6,000／A席：￥5,000
学生：￥3,000（カメラータのみ取扱い）

■ 全席指定：S席：￥

●学児の入場はご遠慮いただいております。託児サービスをご利用ください。
イベント託児マザーズ（要予約）0120-788-222

■ 主催：朝日新聞社／㈱
■ 協賛：株式会社クリプトン
▶チケット取扱い：

ベートーヴェン｜BEETHOVEN
弦楽四重奏曲 変ロ長調 Op.133

String Quartet in B-flat Major, Op.133 “Great Fugue”

シューベルト｜SCHUBERT

大フーガ

弦楽四重奏曲 第14番 ニ短調 D.810

死と乙女

String Quartet No.14 in D Minor, D.810 “Death and the Maiden”

■ やむを得ない事情で曲目等が変更になる場合がありますのであらかじめご承知おき下さい。
■ チケットの価格は税込です。

トウキョウ
カメラータ・
03-5790-5560 http://www.camerata.co.jp
朝日ホール・チケットセンター 03-3269-9990（日・祝除く10:00−18:00）
イープラス（e+）
http://eplus.jp/

シュトイデ弦楽四重奏団 ｜ Steude Quartet
2002年にウィーン・フィルハーモニー管弦楽団のメンバーで結成されたシュトイ
デ弦楽四重奏団は、ウィーン・フィルという名門オーケストラから誕生した弦楽四
重奏団の伝統を受け継ぐ弦楽四重奏団である。古典派から現代作品までにおよぶ
60曲以上のオペラ作品と数多くの交響曲作品をレパートリーとするオーケストラ・
メンバーとしての活動、さらに室内楽奏者としての活動は多忙を極めるが、素晴ら
しい相互作用を生み出している。
シュトイデ弦楽四重奏団のレパートリーは、古典派からロマン派、さらに20世紀
の作品や現代作品初演も積極的に行っている。また、様々な演奏家たちとの新た
な出会いと共演を重ねることにより、幅の広いファン層から支持され、オーストリ
ア国内にとどまらず、海外でも活発な演奏活動を行っている。
2011年、カメラータ・トウキョウから チャイコフスキー＆ボロディン：弦楽四
重奏曲 をリリースした。

フォルクハルト・シュトイデ ｜ 第1ヴァイオリン

Volkhard Steude | 1st violin

1971年生まれ。1994年よりウィーン・フィルおよびウィーン国立歌劇場管弦楽団
のコンサートマスターを務める。ベルリンにてウェルナー・ショルツに、ウィーンで
アルフレッド・シュタールにそれぞれ師事する。オーストリア内外で室内楽及びソ
ロ活動を活発に行っており、ウィーン・フィルのメンバーにより結成されたウィー
ン・ヴィルトゥオーゼンのリーダーを2001年より務める。使用楽器はアントニオ・
ストラディヴァリ（1718年製）をナショナル・オーストリア銀行より貸与されている。
©Wilfried Kazuki Hedenborg

ホルガー・グロー ｜ 第2ヴァイオリン

Holger Groh | 2nd violin

1976年ヴァイツ（オーストリア）生まれ。グラーツのヨハン・ヨーゼフ・フィク
ス・コンセルヴァトリウムで学ぶ。卒業後はアルフレッド・スター、ライナー・
キュッヒル、ティボール・ヴァルガ諸氏の元で研鑽を積む。11歳で州立青少年コン
クール優勝。コンコルソ・インターレギョナーレ2位。2000年にグラーツ交響楽団
第1コンサートマスターに就任。2006年ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団に入
団。2009年よりウィーン・ヴィルトゥオーゼンのメンバーとしても活躍している。

エルマー・ランデラー ｜ ヴィオラ

Elmar Landerer | viola

1974年生まれ。1996年にウィーン・フィルおよびウィーン国立歌劇場管弦楽団
のヴィオラ奏者に就任。ヴァイオリンをヴラディスラヴァ・マルコヴィッチ、ミ
ヒャエル・シュニッツラーに、ヴィオラをハンス・ペーター・オクセンホファーに
師事。様々な室内楽活動を行っており、ベルヴェデーレ三重奏団、ウィーン・ヴィ
ルトゥオーゼンのメンバーでもある。

ヴォルフガング・ヘルテル ｜ チェロ

Wolfgang Härtel | violoncello

1975年生まれ。2000年にウィーン・フィルおよびウィーン国立歌劇場管弦楽団
のチェロ奏者に就任。グラーツでヒルドグント・ポッシュに、ウィーンでヴォルフ
ガング・ヘルツァーにそれぞれ師事し、優秀な成績で卒業。2000年まで、ウィー
ン・フォルクスオーパーの首席チェロ奏者を務めた。

東京都中央区築地5-3-2 朝日新聞東京本社 新館2階
℡ 03-5541-8710
築地市場駅 都営大江戸線
（A2出口）
すぐ ※エレベーターはA3出口

シュトイデ弦楽四重奏団のCD

色褪せることのないウィーンの伝統を現代に息づかせた王道を行く名演

ベートーヴェン： セリオーソ &
シューベルト 死と乙女

ウィーン・フィルの若きコンサートマスター、
シュトイデ率いるシュトイデSQの最新盤

チャイコフスキー &
ボロディン：弦楽四重奏曲

シュトイデ弦楽四重奏団

シュトイデ弦楽四重奏団

●ベートーヴェン
：

●チャイコフスキー：

弦楽四重奏曲 第11番 ヘ短調 作品95 セリオーソ
●シューベルト
：
弦楽四重奏曲 第14番 ニ短調 D.810 死と乙女

シュトイデ弦楽四重奏団

弦楽四重奏曲 第1番 ニ長調 作品11

●ボロディン
：

弦楽四重奏曲 第2番 ニ長調

シュトイデ弦楽四重奏団

録音：2014年11月／東京
（ライヴ録音）

録音：2010年9月／ウィーン

［CD］CMCD‑28335 ￥2，
800（＋税）

［CD］CMCD‑28236 ￥2，
800（＋税）

★ レコード芸術 2016年5月号【特選】

フォルクハルト・シュトイデのCD

シューマン：ヴァイオリン・ソナタ全集

シュトイデ & バティック

●シューマン
：ヴァイオリン・ソナタ

●ベートーヴェン
：ヴァイオリン・ソナタ イ長調 作品47 クロイツェル
モーツァルトの歌劇 フィガロの結婚 より 伯爵様が踊るなら の主題による
12の変奏曲 WoO.40／ロンドト長調 WoO.41

第1番 イ短調 作品105／第2番 ニ短調 作品121／第3番 イ短調 WoO.2

フォルクハルト・シュトイデ（ヴァイオリン）
ローランド・バティック（ピアノ）

フォルクハルト・シュトイデ（ヴァイオリン）
ローランド・バティック（ピアノ）

［CD］CMCD‑28163 ￥2，
800（＋税）

［CD］CMCD‑20079 ￥2，
000（＋税）

録音：2006年9月 ほか／ウィーン

●発売元：㈱

ベートーヴェン：クロイツェル・ソナタ

シュトイデ & バティック

www.camerata.co.jp

録音：1997年7月／オーストリア

cameratatokyo

