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⽩井屋ホテル ⾳楽との出会い

「Weekend Live at SHIROIYA」 Vol.3
by 草⽥一駿 初のピアノソロ、ワンマンライブ！
2022 年 10 ⽉ 23 ⽇（⽇）開催
前橋のアートデスティネーション「⽩井屋ホテル」を運営する⽩井屋ホテル株式会社（群⾺県前橋市本町、代表取締役︓⽮
村功）では、緑あふれる吹き抜け空間の「ザ・ラウンジ」にて、週末の午後にゆっくりとライブ演奏を楽しむ「Weekend Live at
SHIROIYA」Vol.3 を開催いたします。
10 ⽉ 23 ⽇（⽇）に開催する第 3 回は、今もっとも注⽬されている若⼿ピアニストのひとり、草⽥⼀駿（そうたかずとし）⽒
をお招きします。2020 年 FUJIROCK “ROOKIE A GO-GO”に出演、翌年の FUJI ROCK FESTIVAL 2021 では、メ
インステージのフィールド・オブ・ヘブンに出演し、これまでバンドでの演奏を展開してきた草⽥⽒の初のピアノソロ、ワンマンライブ
です。

草⽥⼀駿⽒は今年 6 ⽉に待望のデビューアルバム「Flumina」をリリース。その完成度の⾼さが業界でも話題となり 9 ⽉には
若⼲ 22 歳にして COTTON CLUB TOKYO でのワンマンライブを開催。また、ジャズピアニストとしてのみではなく作曲家とし
ても才能を開花させ、広告⾳楽やサポートでの活躍など、⽇に⽇に注⽬を集める「Z 世代の新星」ピアニストです。
是⾮、この機会にその卓越した草⽥⽒のパフォーマンスと美しい⾳の世界を「⽣⾳」にてご体感ください。
⽩井屋ホテル ⾳楽との出会い

「Weekend Live at SHIROIYA Vol.3 by 草⽥⼀駿」
■概要
⽇程︓
時間︓

2022 年 10 ⽉ 23 ⽇（⽇）
15:30 開場
16:00 演奏スタート
17:00 演奏終了
17:30 閉場
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会場︓

⽩井屋ザ・ラウンジ
群⾺県前橋市本町 2-2-15 ⽩井屋ホテル 1 階

料⾦︓
3,300 円 （サービス料込み）
※上記料⾦には演奏＆飲み物１杯を含みます。
※追加オーダーも別料⾦にて承ります。
※全席⾃由。椅⼦席には限りがございます。
※お⼦様のライブ参加は⼩学⽣以上とさせていただきます。

■ご予約⽅法（事前予約推奨）
Peatix にてチケットを販売します。
アプリを介して、事前にチケットを取得し、会場にて該当画⾯をご提⽰ください。
リンク︓https://shiroiya7.peatix.com/
※アプリがご利⽤になれない⽅は、直接ホテルにお問合せください。

■お問い合わせ先
⽩井屋ホテル電話︓027-231-4618
メール︓info@shiroiya.com

■演奏者
草⽥⼀駿（そうたかずとし）
1999 年広島県⽣まれ。2020 年から 2 年連続で FUJI ROCK FESTIVAL に登場し、2021 年のサ
ッポロ・シティ・ジャズ「PARK JAZZ LIVE CONTEST」では最優秀賞を受賞するほどの実⼒で今もっとも
注⽬のアーティスト。
草⽥⼀駿デビューアルバム「Flumina」が 2022 年 6 ⽉ 22 ⽇（⽔）に発売。記念リリースツアーはピア
ノ、ビガー、ヴィブラフォン、ベース、ドラムから成る五重奏体系で、9 ⽉１⽇（⽊）より地元広島を含む全
国 7 都市で、ツアーファイナルは東京の丸の内コットンクラブで 9 ⽉ 13 ⽇（⽕）に開催。

■協⼒
CREATIVESCAPE、⽣活と⾳楽
⽩井屋ホテルでは、今後もさまざまなジャンルの演奏家をお招きし、週末のライブを開催いたします。どうぞお楽しみに。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

「Weekend Live at SHIROIYA」ライブレポート
2022 年 6 ⽉に始まりました隔⽉で週末の午後にゆっくりとライブ演奏を楽しむ「Weekend Live at SHIROIYA」は、
デジタルネイティブのクリエイターのプロデュースに取り組んでいる「CREATIVESCAPE」と⽩井屋ホテルの環境⾳楽も⼿がける
サウンドデザイナーの⾕⼝周平による「⽣活と⾳楽」の協⼒のもと、演奏家のオリジナル曲をはじめ、空間との親和性から⽣まれ
る即興演奏など、その⽇限りの⽩井屋の空間でしか出会えない⾳⾊を楽しむひとときをご提供しています。
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下記にて、第 1 回、第 2 回のライブのレポートをお届けします。

©Fumie Amino

©Akihisa Yamaguchi

Vol.1 by 根本理恵 ＆ 柳平淳哉
2022 年 6 ⽉ 26 ⽇（⽇）開催

Vol.2 by 内⽥ 輝
2022 年 8 ⽉ 28 ⽇（⽇）開催

◉Weekend Live Vol. 1 ライブレポートリンク

◉Weekend Live Vol. 2 ライブレポートリンク

https://www.shiroiya.com/stories/weekendlive_01

https://www.shiroiya.com/stories/weekend-live-at-shiroiya-vol2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------■⽩井屋ザ・ラウンジ（the LOUNGE）
⽩井屋ホテルのオールデイダイニングとして、モーニングからディナー
にいたるまで、シェフの星直樹が地元の⾷材をいかし、⾃由な発
想でつくる洋⾷をご提供。定番洋⾷の既成概念にとらわれず、
召し上がる⽅に納得の味と驚きのプレゼンテーションをお楽しみい
ただける場です。歴史ある旅館の 70 年代の建物を建築家の藤
本壮介⽒がリノベーションし、4 層を⼤胆な吹き抜け空間とし、そ
こに⾦沢 21 世紀美術館のスイミングプールで知られる、アルゼン
チンのレアンドロ・エルリッヒに⽒よるパイプのアート作品をインスタレ
ーションし、さらにあふれんばかりの緑をとりいれた、まちのリビングで
す。スタインウェイの⾃動演奏ピアノも導⼊し、⾷、アート、デザイ
ン、⾳楽、そして訪れる⼈との出会いを創出します。
©Shinya Kigure

＜店舗概要＞
店舗︓
⽩井屋ザ・ラウンジ
群⾺県前橋市本町 2-2-15 ⽩井屋ホテル１F
電話︓
027-231-4618（⽩井屋ホテル代表番号）
営業時間︓
モーニング︓07:00〜10:00 （L.O. 09:30）※要予約
ランチ︓
11:30〜15:00
ティー︓
15:00〜17:00
ディナー︓ 17:00〜22:00（L.O. 21:00/ドリンク 21:30）
定休⽇︓ 年中無休
URL︓
https://www.shiroiya.com/dining_and_foods/lounge
INSTAGRAM︓@shiroiya_the_lounge
オープン︓ 2020 年 12 ⽉ 12 ⽇
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■⽩井屋ホテル
アートデスティネーション「⽩井屋ホテル」は、群⾺県前橋市の活性化に貢献することを⽬的に 2020 年 12 ⽉に開業。建築
家の藤本壮介が設計をてがけ、国内外のアーティストたちが協演し、緑あふれる美術館のようなホテルとして話題になり、ナショ
ナルジオグラフィックトラベラーの「2021 年世界のベストホテル 39」にも選出。アートや⾷において本物を意識し、暮らす⼈と訪
れる⼈が出会い、五感に刺激を受ける、あらたな⽂化がめぶく場を提供しています。
ミシュラン⼆つ星「フロリレージュ」のオーナーシェフ、川⼿寛康⽒監修、⽚⼭ひろがシェフをつとめるホテルのメインダイニング「⽩井
屋ザ・レストラン」は 2022 年 3 ⽉「ゴ・エ・ミヨ 2022」に掲載されました。
オールデイダイニングの「⽩井屋ザ・ラウンジ」には、スタインウェイ＆サンズ 「SPIRIO｜ r（スピリオ・アール）」を設置し、著名
ピアニストの演奏会を開催するほか、地元ピアニストによる演奏、⾃動演奏を定期的に実施しています。
丘の上には完全予約制のフィンランド式サウナがあり、街並みや⾚城⼭を臨む外気浴、宮島達男作品を堪能する内気浴のコ
ースは宿泊客、地元のサウナ愛好家に⼈気です。
ホテル敷地内、⾺場川通り沿いにはフレッシュフルーツタルトの専⾨店「ザ・パティスリー」（延命寺美也⽒監修）、「ザ・ベーカ
リー」（割⽥健⼀⽒監修）、「ブルーボトルコーヒー ⽩井屋カフェ」が軒を並べ、連⽇さまざまな⼈が集い、まちなかの界隈とし
て賑わいをみせています。

©Shinya Kigure

©Ben Richards

©Shinya Kigure

©Shinya Kigure

※⽩井屋ホテルでは、新型コロナウィルス感染拡⼤防⽌のため、ホテル館内の感染対策（アルコール消毒・ソーシャルディス
タンスの確保・換気）、従業員の健康状態の確認、お客様へのご協⼒のお願い（マスク着⽤・検温・アルコール消毒・健康
状態の確認など）を推進し、安⼼してご利⽤いただけるよう適切な感染対策を実施しています。当⽇健康や体調に不安が
ある⽅は、来館をお控えください。 来館くださいます際は、対策へのご協⼒をお願いします。

■メディアお問い合わせ先

■⽩井屋ホテルお問い合わせ先

pr@shiroiya.com

info@shiroiya.com

070-3858-7580 (PR 担当︓守⽥美奈⼦)

027-231-4618 （代表番号）

画像リンク︓https://we.tl/t-GvgQoJtRbC

