イタリア・アモーレ・ミオ！ 2017
アリーサ、ベアトリーチェ・ヴィオ、吉本ばなな等に代表される VIP やアーティストが
愛すべきイタリアの「人生の素晴らしさ」を語る
東京、2017 年 4 月 26 日-在日イタリア商工会議所(ICCJ)は 5 月 20 日（土）21 日（日）「Made in Italy」ブランドが
週末を彩る日本最大級のイタリアンフェスティバル、第 2 回「イタリア・アモーレ・ミオ！」を開催いたします。開催 2 日間はイベントに
参加するイタリアンブランドの展示や、イタリアからの VIP との交流が行われます。イタリアが誇る最高品質のファッション、トラベル、料
理にドリンク、車からバイク、音楽や 2020 年東京オリンピック・パラリンピックに通じるスポーツも大きなテーマの一つです。東京、オ
リンピックというビッグイベントを約 3 年後に控えた日本の首都は、新オリンピックスタジアムや選手村の設置に向け、今まさにインフラ
整備を進めています。このテーマを語るのが本イベントの為にイタリアから来日するベアトリーチェ・ヴィオとオリンピックメダリスト太田 雄
貴の 2 人、その他にも多くの特別ゲストが「人生の素晴らしさ」を語ります。イタリアはグルメやスポーツ以外にもたくさんの価値を持っ
ている国です。今回のイベントではエンターテイメント以外でも深いイタリアの社会に触れる機会も設けます。

年齢に関わらず全ての来場者が楽しめるイベント「イタリア・アモーレ・ミオ！」はイタリアを代表する歌手「アリーサ」のコンサートでグラン
フィナーレを迎えます。このイベントのためだけに駆けつける土屋アンナとの今回限りのデュエットも見どころの一つ。昨年 150 周年を迎
えた日本とイタリアの交友関係、現代では多くの日伊企業間の友好関係につながっています。この度、発表するゲストやアーティスト
はイベント前日記者会見（5 月 19 日）及び、イベント当日に登場します。
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イタリアからのゲスト
アリーサ：1982 年８月 20 日、イタリアリ、リグリア州ジェノヴァ市生まれ。歌手、女優、作家、TV パーソナリテ
ィを務めるアリーザの多岐にわたるキャリアは彼女のマルチな才能によって築かれた。イタリアで最も美しい声を持つ
女性歌手の一人で 2009 年のイタリア最大の音楽の祭典であるサンレモ歌謡祭で”Sincerità”を披露、優勝し
人気が急上昇。2011 年、ベネチア映画祭に出品されたリッキー・タニョッツィ監督の”Tutta la colpa della
musica”で女優デビュー。同年の映画 “La peggior settimana della mia vita”にも出演する。これまで歌手の登竜門である
X-Factor で 3 度審査員を務め、2012 年には” Il Paradiso non è granché”で小説家デビュー。同年 11 月には 2 作目の
“Tu eri tutto per me”が出版される。2014 年 2 月には“Controvento”でサンレモ歌謡祭優勝、翌年には同歌謡祭の司会
を務める。

ベアトリーチェ・ヴィオ（通称ベベ・ヴィオ）：1997 年イタリア、ヴェネツィア生まれ。イタリアのフェンシング
選手。パラリンピック、世界選手権フルーレ個人金メダル獲得、2016 年リオデジャネイロパラリンピック金メダリスト。
愛とパワーのシンボルとして来る東京オリンピック・パラリンピック 2020 への決意を語ります。

アンドレア・バッティストーニ：1987 年イタリア・ヴェローナに生まれる。若くして国際的にも優秀な指揮者と
して名声を浴びている。2013 年ジェノヴァのカルロ・フェリーチェ・オーケストラの第一指揮者に抜擢。2016 年 10
月 3 日に東京フィルハーモニー交響楽団の首席指揮者に就任。東京では『ナブッコ』（二期会）等のオペラ、ロ
ーマ三部作等の交響曲プログラムで東京フィルを指揮し、そのカリスマと繊細な音楽性でセンセーションを巻き起こ
した。2015 年東京フィルとのコンサート形式『トゥーランドット』では批評家、聴衆両者に対し音楽界を牽引するス
ターとしての評価を確立。東京フィルとは日本コロムビア株式会社より 5 枚の CD を発表している。

マウリツィオ・マストリーニ：インターナショナルミュージックシーンでは最も有名なピアニストのうちの 1 人であるマ
ウリツィオ・マストリーニ。それぞれの曲に込められる豊かな感情表現はもとより、譜面上の五線譜の最後の音符から
演奏する「逆さ音楽」というユニークなテクニックで観客の心を捉えた、現代国際的アーティストの中では唯一無二の
音楽家として知られています。

ジュリア・ベルナルデッリ ：ジュリアの作品の大半は一瞬の作品だ。それらの作品は食べられたり、儚く消えてし
まうものが多い。これまでの活動の中でピレリ、ワシントンポスト、フォックス、アルマーニ、セガフレード、ディズニーなどと
コラボレーションを行っている。
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日本からのゲスト
太田 雄貴：フルーレを種目とする日本人元フェンシング選手。2006 年アジア競技大会で金メダルを獲得し、
2008 年北京オリンピックでは日本人初の銀メダル、2012 年ロンドンでは団体で銀メダル、2015 年フェンシング世
界選手権ではフルーレ個人で優勝。

吉本ばなな：1964 年東京生まれ、日本大学芸術学部文芸学科卒業、1987 年「キッチン」で海燕新人文
学賞を受賞。その後作品は 30 か国語以上に翻訳・出版されている。日本国外でも絶大な支持を誇る日本人
作家。

土屋アンナ：1984 年東京生まれ。モデル、歌手、女優とマルチな才能を持つ。映画「さくらん」では主役を演じ
高い評価を得る。その他にも「カムイ外伝」、「リターン」、「S -最後の警官- 奪還 RECOVERY OF OUR
FUTURE」、「GONIN サーガ」など数多くの作品に出演。アルバム「NAKE'd ～Soul Issue～」は絶賛発売中

青木琢磨：日本のプロレーサー、青木三兄弟として知られる。事故により脊髄を損傷し、車いす生活となる。
以降はダカールラリーに参加するなど精力的な活動を続けている。

Blue Tokyo：男子新体操グループ。アスリートからアクロバティックアーティスト。研ぎ澄まされた肉体と高い芸術
性を兼ね備えた唯一無二の新たな表現と空間を贅沢に彩るパフォーマンスは一見の価値がある。（HP から抜粋）

フィリップ・エマール：南仏生まれのアーティスト、俳優、歌手。かのシルク・ド・ソレイユでクラウンを務めた経歴も持
っている。来日後はミュージカルや舞台、音楽の世界で活躍中。
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Italia, amore mio!協賛参加ブランド一覧（敬称略、順不同）：
プラチナ・スポンサー：マセラティジャパン株式会社 シルバー・スポンサー：アリタリア‐イタリア航空、バリラジャパン株式会社、FCA ジ
ャパン株式会社（フィアット）、マニェーティマレッリジャパン株式会社、株式会社 MSC クルーズジャパン ブロンズ・スポンサー及びそ
の他の協賛企業：株式会社アンテプリマジャパン、サイクルヨーロッパジャパン株式会社（ビアンキ）、BNP パリバ銀行、株式会社
エヌビーエス（コルナゴ）、株式会社アクセスジャパン（ジャコモ・ヴァレンティーニ）、Kering Japan limited Gucci Div（グッ
チ）、リデア株式会社（キートン）、ラペルラジャパン株式会社（ラ・ペルラ）モンテ物産株式会社（モレッティ、ヨガ）、ピアッジョグ
ル ー プ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 （ ベ ス パ ） 、 ネ ス レ 日 本 株 式 会 社 （ サ ン ペ レ グ リ ノ ） 、 株 式 会 社 ヤ ク ル ト 本 社 、 Vodafone
Automotive、ア・テストーニジャパン株式会社、アルペールジャパン株式会社、株式会社 ボッテガ・ヴェネタ ジャパン、デノラ・ペル
メレック株式会社、株式会社石本建築事務所、一級建築士事務所スタジオ・ドディチ、三井住友トラストクラブ株式会社（ダイナ
ースクラブ イタリアン レストランウィーク）、株式会社 ティエラ、株式会社 ユナイテッドアローズ、株式会社アクアプランネット、ジャス
フォワーディングジャパン株式会社、Fazioli（ピアノ提供）.

本件に関するお問い合わせ：
在日イタリア商工会議所 中島峻介 03-6809-5802 events@iccj.or.jp
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