
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

日本吹奏楽発祥の地	 横浜に、シエナ・ウインド・オーケストラが来浜	 
	 

	 横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズは、2013 年 9 月 24 日の開業 15 周年を記念して、5 月 6
日（月・祝）に、日本が世界に誇るウインド・オーケストラ「シエナ・ウインド・オーケストラ」を

招聘し、ダイナミックな吹奏楽オーケストラと本格的なフランス料理をご堪能いただく「Play for One, 
Play for All! Vol.2」を開催します。 
 
本イベントは、ヨーロッパの軍楽隊が発祥とされ、管楽器を主体とした吹奏楽オーケストラを、本

格的なフランス料理と共にお楽しみいただくフォーマルディナーコンサートです。「Play for One, 
Play for All!」とは、コンサートを通して“多くの人々が集まり１つになる”ことを意味しています。第
一回目となる昨年 5 月の開催時には、お客様が楽器を使って演奏に参加できるコンサートとして好評
を博しました。 
 
「Play for One, Play for All! Vol.2」では、国際的に活躍の場を広げているサクソフォン奏者 兼 指揮者の

須川展也氏が指揮を取り、吹奏楽曲だけでなく、ポピュラー、映画音楽など、どなたでもお楽しみい

ただける選曲をお届けします。木管・金管楽器を主体に、打楽器など、約 60 名が創り出す、ダイナミ
ックかつ繊細な吹奏楽オーケストラが 7 メートル高の天井高の大宴会場に響き渡ります。また今回、シ
エナ・ウインド・オーケストラの団員が、中高生を対象に楽器の演奏などを直接指導する、楽器クリ

ニックの実施も予定しています。 
 
ディナーは、洋食総料理長 赤見雅宣が、当日の演奏曲目から着想を得てつくりあげた本格的なフラ

ンス料理をお楽しみいただけます。横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズとウインド・オーケストラ
がお届けする上質なひとときをお過ごしください。なお本イベントは、横浜ベイシェラトン ホテル＆
タワーズ 東日本大震災復興支援プロジェクト「Project Love’s（プロジェクトラブズ）」の一環として
開催され、売り上げの一部を東日本大震災の復興支援金として寄付します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 年 2月 22日 
 

【シエナ・ウインド・オーケストラ】	 

横浜ベイシェラトン  ホテル＆タワーズ  開業 15周年記念イベント  
シエナ・ウインド・オーケストラ  コンサート&ディナー  

“Play for One, Play for All! vol.2”を開催	 
	 

横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズは、1998 年に開業以来、おかげさまで今年で 15 周年を迎えます。	 

これからも横浜の中心で真心のこもったおもてなしを追求してまいります。 
 



【シエナ・ウインド・オーケストラ  コンサート＆ディナー	  
“Play for One, Play for All! Vol.2の概要】  
 
開催日時： 2013年 5月 6日（月・祝）	  
時	 	 間： 第一部：受付 ／ 14:00〜	 食事 ／ 14:30〜	 コンサート ／ 16:00～ 
	 	 	 	 	  第二部：受付 ／ 18:00〜	 食事 ／ 18:30〜	 コンサート ／ 20:00～ 
会	 	 場： 横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ	 大宴会場「日輪」5F 
定	 	 員： 300名（昼の部・夜の部共）※ 完全予約制・全席指定 
発  売  日： 2013年 3月 16日（土）～  
販売価格：一般発売価格	  お１人様 ¥23,000  
  発売期間：3月 16日（土）〜	  
 	  Web先行特別割引価格	 お１人様 ¥21,000 ／ お２人様 ¥41,000 
  発売期間：3月 1日（金） 〜 3月 15日（金） 

（「Play for One, Play for All! Vol.2」スペシャルディナー (フランス料理)／フリードリンク／	 
コンサート含む。税金／サービス料込） 
 

※ 同日に中高生対象のシエナ・ウインド・オーケストラによる楽器クリニックを予定しています。  
 
※ ドレスコード：ビジネス、カジュアル以上の服装でお越しください。 
※ 公演中の録音、写真、ビデオ撮影、携帯電話の使用はお控えください。 
※ 小学生以下のお客様のご入場はお断りしております。 
※ 会場内禁煙（別室喫煙室完備） 
 
協	 	 賛： 日本生命保険相互会社 / 日本電気株式会社 / ミサワホーム東京株式会社 / 相模鉄道株式会社 
 
【ご予約・お問合せ】  
横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ	 宴会予約	 045-411-1126	 (10:00～19:00) 
または Webサイト	 http://www.yokohamabay-sheraton.co.jp/	 オンラインショップ 
 
 
シエナ・ウインド・オーケストラ  
1990 年に結成されたプロフェッショナルのウインド・オーケストラ。現在、文京シビックホールを拠
点に演奏活動を展開し高い人気を誇っている。2002 年より佐渡裕を首席指揮者に擁し、金聖響をはじ
めとする実力派指揮者を客演に迎えている。2010 年文京区と事業提携を結び、地域や教育機関と密着
した活動も積極的に展開している。また、テレビ朝日「題名のない音楽会」等のメディアへの出演や、

CD・DVDも多数リリースしており、いずれも大きな話題を呼んでいる。 
オフィシャル HP	 http://www.sienawind.com/ 
 
サクソフォン奏者・指揮者：  須川  展也(すがわ	 のぶや) 
東京藝術大学卒業。2 つのサックスコンクールで首位を得てデビュー。98 年 JT の CM に出演、人気
を得る。02 年 NHK 連続テレビ小説『さくら』のテーマを演奏。国内外でも公演多数。幅広いジャンル
のミュージシャンと共演。年間公演数は約 100。作曲家への委嘱も多く、西村朗、吉松隆、Ｅ.グレッグ
ソン、Ｐ.スウェルツ、M.エレビー各氏等に作品を依頼。リリースしたＣＤは 30 枚あまり。ヤマハ吹
奏楽団常任指揮者、東京藝術大学客員教授。 
 
 

東日本大震災支援プロジェクト「Project Love’s (プロジェクトラブズ)」とは  
横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズでは、このたびの東日本大震災の被災地ならびに被災された方々の
一日も早い復興を願う思いから、東日本大震災支援プロジェクト「Project Love's(プロジェクトラブズ)」を
2011 年5 月9 日より開始いたしました。この未曾有の震災を支援する為には、本来の経済活動を営み、長
期に渡り継続的な支援を行っていくことが重要であると考えており、横浜ベイシェラトン ホテル＆タワー
ズでは、一時的な支援ではなく、2013 年末までの約2 年半に渡り、ロビーにて募金活動を行う他、お客様
にとっても魅力的でさまざまなプランを随時ご提供してまいります。 
 



 
 
 
 
 
	 

	 

	 

	 

シェラトン  ホテル＆リゾートについて     
世界 70 カ国 400 を超えるホテルで、人と人とのつながりを大切にしているシェラトン ホテル＆リゾートは、
60 億ドルを費やし全世界でリバイタルプログラムを完了、更に 50 億ドルを投じた 3 年に渡るグローバルでの
ブランド拡張を進行中です。シェラトンは、100 カ国で 1,134 のホテルを展開し、総従業員数 15 万 4 千人を有
する、スターウッド ホテル＆リゾート ワールドワイド Inc. 最大のホテルブランドです。スターウッドは、ホテ
ル、リゾート、およびレジデンスのオーナー/運営会社/フランチャイザーとして、セント レジス(St. Regis)、ラ
グジュアリー コレクション(The Luxury Collection)、W、ウェスティン(Westin)、ル メリディアン(Le Méridien)、
シェラトン(Sheraton)、フォーポイント・バイ・シェラトン(Four Point by Sheraton)、そして最新のアロフト
(Aloft)とエレメント(Element)を含む人気ブランドを展開しています。同社が誇る業界屈指のロイヤルティプロ
グラム、スターウッド プリファード ゲスト（SPG®）では、獲得したポイントを無料宿泊、ルームアップグレ
ード、航空券などの特典に交換でき、ブラックアウト（特典除外日）なくご利用いただけます。また、スター

ウッドは、タイムシェアに基づく高級リゾートの開発と運営を手掛けるスターウッド バケーション オーナーシ
ップ (Starwood Vacation Ownership, Inc.)も所有しています。詳細は www.starwoodhotels.com および 
www.starwoodhotelsjapan.com/jpをご覧ください。 
	 


