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アリス＝紗良･オットは今日最もモダンなアーティストの一人である。毎シーズン異なるエキサイ
ティングなプロジェクトでファンを魅了している。2015年3月、アイスランド人作曲家のオラーヴル･
アルナルズとコラボレーションしたアルバム「ザ･ショパン･プロジェクト」をリリースし、イギリ
スの公式クラシック音楽チャート、また他25ヵ国のiTunesのチャートにおいて第1位となる成功を収
めた。2016/2017シーズンでは、ドイツ･グラモフォンから8枚目となるCD「ワンダーランド」を全世
界にて2016年9月に発売。今作は、エサ＝ペッカ･サロネン率いるバイエルン放送交響楽団と録音し
たグリーグのピアノ協奏曲、そして同じくグリーグのピアノ曲集「抒情小曲集」より抜粋した楽曲
を収録している。2016年の秋には、グリーグとリストの作品をフィーチャーしたアリスのワールド･
リサイタル･ツアーが予定されており、2016年秋、東京オペラシティを含む日本全国での10公演を皮
切りに、台湾、中国で2017年初頭にかけて公演予定。さらに、同プログラムで2017年春にはベルリ
ン、ミュンヘン、オスロ、シュトゥットガルト、フランクフルト、デュッセルドルフを含む都市で
ヨーロッパツアーも行う予定。
アリスはこれまでに、ロリン･マゼール、パーヴォ･ヤルヴィ、ネーメ･ヤルヴィ、ジェームズ･ガ
フィガン、サカリ･オラモ、オスモ･ヴァンスカ、ヴァシリー･ペトレンコ、チョン･ミョンフン、ハ
ンヌ･リントゥ、ロビン･ティチアーティなどの世界の名指揮者たちと、オーケストラでは、ロサン
ゼルス･フィルハーモニー管弦楽団、シカゴ交響楽団、ロイヤル･フィルハーモニー交響楽団、ロン
ドン交響楽団、ウィーン交響楽団などの世界の名門オーケストラと共演を重ねている。今シーズン
では、サンクトペテルブルグ･フィル（ユーリ･テミルカーノフ指揮）、ワシントン･ナショナル交響
楽団（エド･デ･ワールト指揮）
、ロイヤル･スコティッシュ･ナショナル管弦楽団などとの共演、また
フィルハーモニア管弦楽団（ヴラディミール･アシュケナージ指揮）と北ドイツ放送交響楽団（クシ
シュトフ･ウルバンスキ指揮）のツアーにも参加。
演奏以外では、アリスは今までに世界のいろいろなブランドと強力な関係を築いている。パナソ
ニックの Hi-Fi オーディオブランド「Technics」はアリスを 2016 年のブランド･アンバサダーに起
用。アリス出演の商品 OTTAVATM SC-C500、EAH-T700 のエモーショナル動画は世界で配信されている。
さらに、アリス自ら、ドイツの有名高級ブランド「JOST Bags」のバッグラインへのデザインも提供。
アリスのデザインには、日本の折り紙や伝統的なものの要素を含み、さらにバッグの内側にはアリ
ス本人の描いた絵がそのままモチーフとしてデザインされている。新アルバム「ワンダーランド」
のプロモーションビデオにも彼女自身が作った折り紙を使用している。また、2016 年の夏には、ア
リスがスケッチしてデザインした LINE スタンプ“And Here Comes Alice”がリリースされた。
＊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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Alice Sara OTT (Piano)
Alice Sara Ott is truly a modern artist of our time. Every season she reaches out to her audience with
different and exciting projects. Following the very successful collaboration with Icelandic composer
Ólafur Arnalds (The Chopin Project reached No.1 in the official UK classical chart and the iTunes
chart in 25 countries), in the 2016/17 season she will release her eighth Deutsche Grammophon
album, Wonderland. The album includes Grieg’s Piano Concerto, recorded with Symphonieorchester
des Bayerischen Rundfunk and Esa-Pekka Salonen, and Grieg’s Lyric Pieces. In autumn 2016 she
will tour the Wonderland project to Japan with nine performances across the country, including at
Tokyo Opera City, and continuing to Taiwan and China in winter 2017. Then in the following spring
she will bring the programme to Europe for performances in Berlin, Munich, Oslo, Stuttgart,
Frankfurt and Dusseldorf.
Alice has worked with the world’s leading conductors and orchestras, including Lorin Maazel,
Gustavo Dudamel, Charles Dutoit, Pablo Heras-Casado, Paavo Järvi, Neeme Järvi, Ginandrea
Noseda, Andres Orozco-Estrada, Sakari Oramo, Osmo Vänskä, Vasily Petrenko, Myung-Whun
Chung, Hannu Lintu and Robin Ticciati and orchestras such as Los Angeles Philharmonic, Chicago
Symphony, Royal Philharmonic and London Symphony orchestras and Wiener Symphoniker. This
season she will perform with St Petersburg Philharmonic (Yuri Temirkanov), Washington’s National
Symphony (Edo de Waart) and Royal Scottish National orchestras, and tours with the Philharmonia
Orchestra (Vladimir Ashkenazy) and NDR Elbphilharmonie Orchester (Krzystof Urbański).
Aside from her performances, Alice has established strong relationships with a number of leading
brands worldwide. As well as being the Brand Ambassador for Technics, the hi-fi audio brand of
Panasonic Corporation, Alice has personally designed a signature line of high-end leather bags for
JOST Bags, one of Germany’s most stylish, contemporary and premium brands. Her designs include
origami elements, reflecting her Japanese heritage, and the inside of the bags will also feature Alice’s
hand drawn designs. Her passion for origami can also be seen in her new album, she has created
the entire video clip from her origami designs. Alice’s creative talent reaches to smartphones too, she
has created her own stickers for one of the most popular communication apps, LINE, available for
worldwide download.
2015/16 season only. Please contact Japan Arts if you wish to edit this biography.
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