ウィーン・シェーンブルン宮殿
オーケストラ
Schloss Schönbrunn Orchester Wien, Orchestra
ウィーン・シェーンブルン宮殿オーケストラは、マネージャー兼プロデューサーのペーター・ホセ
ックにより 1997 年に設立された、帝都ウィーンの魅惑的な時代を音楽で伝える、国際的に名高いウ
ィーンの室内管弦楽団である。高い音楽的水準に加え、統一されたサウンド、喜びあふれる舞台、
非の打ちどころのない外見で音楽を表現することで、同団は他の楽団から際立った存在となってい
る。定期的にかつてのオーストリア＝ハンガリー君主国の夏の宮殿、シェーンブルン宮殿で演奏し
ている。過去のコンサートツアーでは、スウェーデン、フィンランド、デンマーク、ノルウェー、
中国、日本、東南アジア、ドイツ、ギリシャ、ブルガリア、ルーマニア、アメリカ、ブラジルで熱
烈に迎えられた。
ウィーン・シェーンブルン宮殿オーケストラは、演奏する曲のウィーン流の解釈に大きな重点を置
いている。古典派のウィーンの作曲家の作品とウィーン音楽を、微妙かつ独特のタッチを持って、
常に「ウィーン」の音を加えて解釈することに秀でている。
1997 年より首席指揮者はグイド・マンクージ、首席客員指揮者はヴィニシウス・カターが務めてい
る。
（2019 年 7 月現在）

＊プロフィールの一部を使用する場合、日数が経過している場合は、ジャパン・アーツの校正チェックを
お受け頂きますようお願い申し上げます。
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Schloss Schönbrunn Orchester Wien,
Orchestra
The Schoenbrunn Palace Orchestra Vienna is an internationally acclaimed Viennese chamber
orchestra that translates the glamorous era of imperial Vienna into music which was founded by
manager and producer Mr. Peter Hosek in 1997.

In addition to a high level of musical quality, this orchestra sets itself apart by interpreting music
with a unified sound, a delightful stage presence and impeccable appearance.

The orchestra performs regularly at the Schoenbrunn Palace – the former Imperial Summer Palace
of the Austrian Hungarian Monarchy. However, the rest of the world has the opportunity of
enjoying the orchestra's enchanting performance as well. On selected occasions, the Schoenbrunn
Palace Orchestra Vienna performs internationally, both in Europe and overseas.
During previous concert tours, the orchestra was enthusiastically received in Sweden, Finland,
Denmark, Norway, China, Japan, South East Asia, Germany, Greece, Bulgaria, Romania, USA and
Brasil.
Repertoire

The orchestra’s repertoire focuses on the works of Joseph Haydn, Franz Schubert and W.A. Mozart,
furthermore it gives a particular key aspect at the ouvre by the Strauss family and other viennese
composers of that era, like Suppé, Millöcker or Zeller as well as Lehar and Kalman.
The Schoenbrunn Palace Orchestra attaches great importance to Viennese-style interpretation of
the pieces it plays. The orchestra excels in interpreting the works of classical Viennese composers
and Viennese music with a subtle and individual touch, always adding that "Viennese" note.

The orchestra works since 1997 with its Chief Conductor Maestro Guido Mancusi as well as the
principal guest conductor Vinicius Kattah. Matthias Fletzberger, David Scarr, Mika Eichenholz and
Rick Stengards are constant conductors of the Schoenbrunn Palace Orchestra.
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