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1 月 6 日(金) 

新春ヤポネシアンオールスターズ 伊藤多喜雄&TAKiO Band 

場所 渋谷 TAKE OFF 7 

時刻 Open 18:30 / Start 19:00 

料金 前売：3,000 円 当日：3,500 円 (ドリンク別 500 円) 

出演 伊藤多喜雄(唄) 柿崎竹美(唄) 廣原武美(三味線) 松本宏平(尺八)  

           竹田弘樹(ベース) 堀越 彰(ドラム) 江草啓太(ピアノ) 

お問合せ 渋谷 TAKE OFF 7 03-3770-7755 

1 月 11 日(水) 

鈴木直樹 - Swingy Monkeys - 

場所 都内 

時刻 未定 

料金 未定 

メンバー Cl.＆ Sax 鈴木直樹 Pf 江草啓太  Bass 小野照彦 Dr 堀越 彰 Bjo 青木 研 

お問合せ 未定 

1 月 14 日(土) 

ザ・ひのまるスーパーセッション 

場所 西荻窪 TERRA 

時刻 Open 19:00 / Start 20:00 

料金 Charge ¥2,500+ドリンク 

メンバー 井川大輔(G) 佐藤研二(B) 堀越 彰(Dr) 

お問合せ 西荻窪 TERRA 03-3395-7611 terra@wood-corp.com 

1 月 15 日(日) 

伊藤多喜雄＆TAKiO Band 

場所 都内ホテル 

時刻 未定 

料金 未定 

メンバー 伊藤多喜雄(唄) 堀越 彰(ドラム) 他 

お問合せ フィールドワークスジャパン 03-3461-3399 fwj@m6.gyao.ne.jp 

1 月 18 日(水) 

藤井郷子オーケストラ 

場所 新宿 PITINN 

時刻 Open 19:30 / Start 20:00 

料金   

メンバー 早坂紗知 泉邦宏(as) 木村昌哉 後関好宏(ts) 鬼頭哲(ba) 田村夏樹 福本佳仁 

渡辺隆雄 城谷雄策(tp) はぐれ雲永松 高橋保行 古池寿浩(tb) 藤井郷子(p) 永田利樹(b) 

堀越彰(ds) 

お問合せ 新宿 PITINN 03-3354-2024 

1 月 23 日(月) 

チェン ミン 中国の新年お正月！ 

旧暦中国のお正月にわく中華街の横浜！ レトロなスポット赤煉瓦倉庫 Motion Blue YOKOHAMA で、新年を

祝う Chen Min の二胡がジャジーにそしてブルージーに彩られる！ 

場所 Motion Blue YOKOHAMA 

           横浜市中区新港一丁目 1 番 2 号 横浜赤レンガ倉庫 2 号館 3F 

時刻 1st open 17:00 / Showtime 18:30  2nd open 20: 00 / Showtime 21:30 

料金 Charge 5,000 円(税込) ＊16:00 から店頭にて入場整理券を配布 

メンバー チェン ミン(二胡) 江草啓太(Pf) ジャンボ鈴木(Bass) 堀越 彰(Dr) 村石篤重(Gt) 鈴木直樹

(Cl ＆ Sax) 

お問合せ Chen Min @ Motion Blue YOKOHAMA  

お問合せメール担当 森山まで info@chenmin.jp 

Motion Blue YOKOHAMA 045 226-1919  http://www.motionblue.co.jp/access/index.html 

1 月 24 日(火) 

チェン ミン 中国の新年お正月！ 

旧暦中国のお正月の名古屋に響く、二胡の優しい響きに包まれる至福の夜。チェンミンと祝う 2012 年オメデ

トウ！ 

場所 Blue Note Nagoya 

名古屋市中区錦 3-22-20 ダイテックサカエビル B2 052-961-6311 

時刻 1st open 17:30 / Showtime 18:30  2nd open 20: 30 / Showtime 21:15 

料金 Charge 6,800 円(税込) 

メンバー チェン ミン(二胡) 江草啓太(Pf) ジャンボ鈴木(Bass) 堀越 彰(Dr) 村石篤重(Gt) 鈴木直樹

(Cl ＆ Sax) 

お問合せ Chen Min @ Motion Blue Nagoya  

お問合せメール担当 森山まで info@chenmin.jp 

          Blue Note Nagoya 052 961-6311  

          http://www.nagoya-bluenote.com/map/index.html 
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1 月 25 日(水) 

鈴木直樹 - Swingy Monkeys - 

場所 南青山マンダラ 

時刻 Open 18:30 / Start 19:30 

料金 3,800 円 (1 ドリンク付き) 

メンバー Cl＆Sax 鈴木直樹 Pf 江草啓太  Bass 小野照彦 Dr 堀越 彰 Bjo 青木 研 

お問合せ 南青山 MANDALA 03-5474-0411 

1 月 31 日(火) 

「Pot Heads × STEWMAHN」 

場所 代官山 晴れたら空に豆まいて 

時刻 Open 18:30 / Start 19:30 

料金 前売 3,500 円 / 当日 4,000 円 

メンバー Pot Heads（Acc：佐藤芳明 B：鳥越啓介 Ds：田中栄二） 

 STEWMAHN（Pf：林正樹 Sax,Didjeridoo：Andy Bevan B：西嶋徹 Ds：堀越彰） 

お問合せ 代官山 晴れたら空に豆まいて 03-5456-8880 

2 月 9 日(木) 

一井優希 Birthday ソロコンサート 2012 ～Feel & Know ～ 

聴いて・感じて・知る・・をテーマにお送りするコンサート！ ただ歌を聴くだけでなく、五感を開き、一緒に体感

できる時間もお楽しみに” 

場所   原宿ラ・ドンナ  

時刻  Open 18:00 / Start 19:30  

料金  前売 4,000 円 / 当日 4,500 円  

出演  一井優希(Vo) 江草 啓太(P) 堀越 彰(Dr) 他  

お問合せ  原宿ラ・ドンナ 03-5775-6775 http://www.la-donna.jp/schedule/2012/02.html 

＜一井優希 プロフィール＞ 

国立音楽大学卒業後、ミュージカル女優として劇団四季や地球ゴージャス他数多くの作品に出演。武道館、

Zepp 他ツアーコーラスを経てマイケルジャクソンやマドンナなどのボイストレーナー、セス・リッグス氏の下へ

留学。セス氏主宰 Vocal Camp に唯一の日本人参加後、セス公認の Voice Instructor ライセンス取得。「クラ

シック POPS」という特殊なジャンルでロサンゼルスにて IMAT やコレクション Show とのコラボ、1000 人イベン

トやホテル、レストランオープニングイベントなどにゲスト出演。また今まで習得したスキルを統合し、ボイスデ

ザイナー第一人者として理論と体感で即効効果を引出す独自のスタイルで舞台作品～研修まで幅広く指

導。ミュージカル、クラシック POPS、唱歌とジャンルの垣根を越え、「音霊」をテーマにした Singer活動とトレー

ナー活動を軸に幅広く活動している。 

2 月 12 日(日) 

カノウプス ドラムスクール発表会 

場所  上用賀アートホール 世田谷区上用賀 5-14-1-102 03-3708-4455  

時刻  【1 部】Open 14:00 / Start 14:30 

 【2 部】Open 16:30 / Start 17:00  

料金  無料  

メンバー  堀越 彰の生徒達多数 <ゲスト> 白土庸介(Guitar) 竹田弘樹(Bass)  

お問合せ  カノウプス ドラムスクール 奥山 03-3247-0330 

 

2 月 16 日(木) 

鈴木直樹 & SWING ACE ORCHESTRA 

場所  赤坂 B flat  

時刻  Open 18:30 / Start 19:30  

料金  予約：3,800 円、当日：4,000 円(学生各 500 円引)  

メンバー  鈴木直樹(cl,leader)／tp: 鈴木正則. 浦田雄揮, 高瀬龍一, 他 

 tb: 池田雅明, 宮内岳太郎, 他／sax: 宮本大路, 萱生昌樹, 他 

 江草啓太(p), ジャンボ小野((b), 堀越彰(ds), 青木研(bjo).   

お問合せ  赤坂 B flat 03-5563-2563 http://bflat.biz/ 

2 月 22 日(水) 

小濵明人 Live at SARAVAH 東京 

場所  渋谷ＳＡＲＡＶＡＨ 東京  

時刻  Open 18:00 / Start 19:00  

料金  前売 3,000 円 / 当日 3,500 円  

メンバー  小濱明人(尺八) 石川 高(笙) 関口慎悟(G) 堀越 彰(Dr)  

お問合せ  渋谷ＳＡＲＡＶＡＨ 東京 03-6427-8886 

 http://www.saravah.jp/tokyo/ 

2 月 23 日(木) 

パリ発サムライアコーディオン taca「Wind of Legend」2012 

場所  東京倶楽部 目黒店  

時刻  第 1 ステージ：19 時 30 分～20 時 30 分 

 第 2 ステージ： 21 時 30 分～22 時 30 分  

料金  3,000 円  

メンバー  taca(アコーディオン) 鳥越啓介(contrabass) 堀越 彰(drums)  

お問合せ  東京倶楽部 目黒店 03-6417-0166 

 http://www.tokyo-club.com/meguro/about/ 
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2 月 27 日(月) 

篠原信彦 Unit DEEP CRISTAL 

場所  クロコダイル(渋谷区神宮前 6-18-8 ニュー関口ビル B1  

時刻  OPEN 18:00 START 20:00   

料金  3,000 円  

メンバー  篠原信彦(Vo＆Key) 長井ちえ(Guitar) 富倉安生(Bass) 堀越 彰(Drums)  

お問合せ  クロコダイル 03-3499-5205 croco@crocodile-live.jp 

 http://crocodile-live.jp/index2.html 

3 月 18 日(日) 

パリ発サムライアコーディオン taca 「Wind of Legend」Japan Tour 2012 

場所  城下公会堂(岡山県) 岡山市北区天神町 10-16 城下ビル 1F  

時刻  第１部：Open 16:00 / Start 16:30 

 第２部：Open 18:30 / Start 19:00  

料金  前売 2,500 円 / 当日 3,000 円 １drink オーダー制 

 前売 4,500 円 / 当日 5,000 円 (1 部 2 部通し)１drink オーダー制  

メンバー  taca(アコーディオン) 高橋 誠(ヴァイオリン) 鳥越啓介(contrabass) 堀越 彰(drums)  

お問合せ  Saudade 086-234-5260 http://www.saudade-ent.com/ 

3 月 20 日(火・祝) 

パリ発サムライアコーディオン taca 「Wind of Legend」Japan Tour 2012 

場所  STAR EYES 名古屋市千種区菊坂町 3-4-1 G ハウスビル１F  

時刻  Open 18:30 / Start 19:30  

料金  前売 3,000 円 / 当日 3,500 円  

メンバー  taca(アコーディオン) 高橋 誠(ヴァイオリン) 鳥越啓介(contrabass) 堀越 彰(drums)  

お問合せ  TAR EYES 052-763-2636 http://www.stareyes.co.jp 

3 月 21 日(水) 

パリ発サムライアコーディオン taca 「Wind of Legend」Japan Tour 2012 

場所  浜松 天神蔵  

時刻  Open 18:30 / Start 19:30  

料金  前売 3,000 円 / 当日 3,500 円  

メンバー  taca(アコーディオン) 高橋 誠(ヴァイオリン) 鳥越啓介(contrabass) 堀越 彰(drums)  

お問合せ  浜松 天神蔵 053-461-6145 予約 090-4155-2806  

 http://www.tenjingura.com 

3 月 22 日(木) 

パリ発サムライアコーディオン taca 「Wind of Legend」Japan Tour 2012 

場所  東京 JZ Brat 渋谷区桜丘町 26-1 セルリアン東急ホテル 2 階  

時刻  Open 17:30 / Start 19:30/21:00  

料金  前売 4,000 円 / 当日 4,500 円 

 1st-2nd 通し 前売 4,500 円 / 当日 5,000 円(入れ替えなし)  

メンバー t aca(アコーディオン) 高橋 誠(ヴァイオリン) 鳥越啓介(contrabass) 堀越 彰(drums) 

 ＜ゲスト＞鈴木よしひさ(guitar)   

お問合せ  JZ Brat 03-5728-0168 http://www.jzbrat.com 

3 月 24 日(土) 

POCO a POCO 第 14 回 音楽創作発表会 

場所  ルーテル市ヶ谷ホール 03 3260-8621  

時刻  開場：13 時 00 分 開演：14 時 00 分  

料金  無料  

メンバー  深町布美子(Piano) 中内助六(Guitar) 堀越 彰(Drums＆Percussion)   

3 月 30 日(金) 

米谷 智 with FRIENDS 

場所  APIA 40 碑文谷(旧渋谷アピア)  

時刻  Open：18 時 30 分 Start：19 時 20 分  

料金  前売 3,000 円 / 当日 3,500 円  

メンバー  米谷 智(尺八) 渡辺和栄(Pf) 小林 光(Bass) 堀越 彰(Drums)  

お問合せ  APIA 40 碑文谷(旧渋谷アピア) 03-3715-4010 

 東京都目黒区碑文谷 5-6-9 サンワホームズ B1   

4 月 1 日(日) 

チェンミン 
場所  相模湖交流センター  
時刻  開場：15 時 00 分 開演：15 時 30 分  
料金  3,500 円（全席指定）  
メンバー  チェンミン(二胡/Vo) 鈴木直樹(Cl＆Sax) 大橋高志(Pf) ジャンボ小野(Bs) 堀越 彰(Dr＆Per)  
お知らせ  ワークショップが開催されます。 受講料 2,000 円 
 11 時から 12 時(相模湖交流センター・ギャラリー) 
お問合せ  お申込み：相模湖交流センター 042-682-6121    

4 月 7 日(土) 

金谷こうすけ The Next Move + 渡辺剛(Special Guest) 
場所  George Adams(姫路)  

時刻  Start：20 時 00 分  

料金  前売り：4,500 円 当日：5,000 円  

メンバー  ピアノ/金谷こうすけ ドラムス/堀越彰 ベース/藤井邦彦 ヴァイオリン/渡辺剛  

お問い合わせ George Adams 079-285-2965 

 姫路市魚町 18 TAISEI PRIDE ビル 2F   
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4 月 8 日(日) 

『夙川音楽街道 Special Live』 金谷こうすけ The Next Move + 渡辺剛(Special Guest) 

場所  Live Bar NU-VU（夙川）  

時刻  Open/19:00 Start/19:30  

料金  予約：4,500 円 当日：5,000 円(飲食別途)  

メンバー  ピアノ/金谷こうすけ ドラムス/堀越彰 ベース/藤井邦彦 ヴァイオリン/渡辺剛  

お問い合わせ Live Bar NU-VU 0798-20-6385 西宮市霞町 3-28    

4 月 11 日(水) 

藤井郷子オーケストラ 

場所  東京入谷 なってるハウス  

時刻  Start/20:00  

料金  予約：2,500 円 当日：3,000 円  

メンバー  早坂紗知 泉邦宏(as) 木村昌哉 後関好宏(ts) 鬼頭哲(ba) 

 田村夏樹 福本佳仁 渡辺隆雄 城谷雄策(tp) 

 はぐれ雲永松 高橋保行 古池寿浩(tb) ケリー チュルコ(g)  

 藤井郷子(p) 永田利樹(b) 堀越彰(ds)  

お問い合わせ 東京入谷 なってるハウス 03-3847-2113 台東区松が谷 4-1-8 1F 

 http://members.jcom.home.ne.jp/knuttelhouse/    

4 月 12 日(木) 

4 月 13 日(金) 

4 月 14 日(土) 

4 月 15 日(日) 

菊池純子プロデュース ダンス公演 JUNKO KIKUCHI with UNIT "LINK" 

場所  神楽坂 die pratze 03-3235-7990  http://www.geocities.jp/kagurara2000/  

時刻  4 月 12 日(木)：プレ公演 開演 20 時 00 分 

 4 月 13 日(金)：本公演 開演 19 時 30 分 

 4 月 14 日(土)：本公演 第１回：開演 15 時 00 分 第２回：開演 18 時 00 分 

 4 月 15 日(日)：本公演 開演 15 時 00 分   

料金 プレ公演 前売り：2,300 円 当日：2,500 円 本公演とのセット券：4,500 円 

本公演  前売り：2,800 円 当日：3,000 円 プレ公演とのセット券：4,500 円  

メンバー  Dance 菊地純子 松本大樹 縫原弘子 開桂子 木下ココ 小澤玲香 U2 平田友子 他  

演出、振付＆アートディレクション  菊地純子  

振付  開佳子 平田友子 松本大樹 縫原弘子 U2 三浦香織  

音響  是安フサ雄  

照明  雑賀博文  

舞台  林川俊範  

現代美術家 岡本和子  

音楽  堀越 彰(Drums Percussion)  

お問い合わせ J's studio 03-3700-9728 j.unit.ws@gmail.com   

4 月 21 日(土) 

パパ・タラフマラ スペシャルミュージックパーティー 

場所  SARAVHA 東京  

時刻  Open：18 時 30 分(会場でドリンク＆ご歓談をお楽しみください)  

 Start：19 時 30 分、Close：22 時 30 分   

料金  入場料：3,500 円  

参加予定ミュージシャン  

 オノセイゲン 下町兄弟 菅谷昌弘 中川俊郎 中村明一 藤井健介 堀越 彰  

 三枝伸太郎(敬称略、五十音順) ＆パパタラパフォーマー 他  

お問い合わせ 

お申込フォーム PC 版 https://ticket.corich.jp/apply/34881/  

携帯版 http://ticket.corich.jp/apply/34881/    

4 月 28 日(土) 

ザ・ひのまるスーパーセッション 

場所  西荻窪 TERRA  

時刻  Open：19 時 00 分、Start：20 時 00 分   

料金  Charge：2,500 円＋ドリンク  

メンバー  井川大輔(G) 佐藤研二(B) 堀越 彰(Drums＆Percussion)   

お問い合わせ 西荻窪 TERRA 03-3395-7611 terra@wood-corp.com    

5 月 25 日(金) 

金谷こうすけ The Next Move 

場所  神戸 CHICKEN GEORAGE(神戸市中央区下山手通 2-17-2-B1)  

時刻  Open 19:00 / Start 19:30  

料金  前売 \4,500 / 当日 \5,000(別途 2 ドリンク必要)  

メンバー  The Next Move 金谷こうすけ(Pf) 藤井邦彦(Bass) 堀越 彰(Dr＆Per) 荒崎英一郎(TSax) ユ

ーマ(Vln) 

＜GUEST＞増田俊郎   

お問合せ  神戸 CHICKEN GEORAGE 078-332-0146 

 http://www.chicken-george.co.jp/index.html   
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5 月 26 日(土) 

姫路短編映画祭 金谷こうすけ The Next Move 

場所  イーグレひめじ あいめっせホール(姫路)  

時刻  Start 15:00(60 分)  

料金  2,000 円  

メンバー  The Next Move 金谷こうすけ(Pf) 藤井邦彦(Bass) 堀越 彰(Dr＆Per)  

お問合せ  姫路短編映画祭 http://harima-film.com   

5 月 27 日(日) 

金谷こうすけ The Next Move 

場所  仙台 retroBackPage 仙台市青葉区国分町 3-3-1 定禅寺ヒルズ 8F 022-264-1084  

時刻  Open 14:30 Start 17:30  

料金  4,000 円  

メンバー  The Next Move 金谷こうすけ(Pf) 藤井邦彦(Bass) 堀越 彰(Dr＆Per) 

 ＜GUEST＞渡辺剛(Vin) Vo/美宙果恋   

お問合せチケット購入  

 ミントジャム 0798-33-9170 http://www.mint-jam.com/ 

6 月 7 日(木) 

篠原信彦 DEEP CRYSTAL 

場所  新世界 港区西麻布 1-8-4 三保硝子 B1(日比谷線六本木駅 2 番出口) 03-5772-6767  

時刻  未定  

料金  未定  

メンバー  篠原信彦(Vo＆Key) 長井ちえ(Guitar) 富倉安生(Bass) 堀越 彰(Drums)  

お問合せ  新世界 03-5772-6767 http://shinsekai9.jp/ 

6 月 12 日(火) 

宇宙の花 FLOWER OF COSMIC 2012 meets TOKYO 

- John Zorn、Cyro Baptista&Banquet of the Spirits、Rashanim、Ravi Coltrane、Marc Ribot、Anthony Braxton 

等 NY のシーンで多彩な活動をしているベーシスト、ウード奏者 Shanir Blumenkranz とサックス奏者の旧橋 

壮がガーナのパーカッショニスト Winchester Nii Tete、ドラムの堀越 彰、日本舞踊家 藤間浩菊を迎え、旧

橋 壮が 2007 年 の作品「宇宙の花」の世界を基調に新しい可能性を探るコラボレーション - 

場所  Motion Blue YOKOHAMA  

時刻  Open 17:30 Show 19:00 ＆ 21:00  

料金  1Show 2,100 円 All Show 3,600 円  

メンバー  旧橋 壮(ts,ss,bfl) シャニーア・ブルメンクランズ(wb,eb,oud from NY) ウィンチェスター・ニ・テテ

(perc) 堀越 彰(ds,perc) フレデリック・ヴィエノット(pf) 

 ＜Guest＞藤間浩菊(日本舞踊)  

お問合せ  Motion Blue YOKOHAMA http://www.motionblue.co.jp 

6 月 19 日(火) 

STEWMAHN 

場所  BODY＆SOUL 港区南青山 6-13-9 03-5466-3348  

時刻  Open 19:00 1st 20:00～ 2nd 22:00～  

料金  前売 3,500 円 / 当日 4,000 円  

メンバー  STEWMAHN 林 正樹(pf) アンディ・ベヴァン(sax,fl,didgeridoo) 西嶋 徹(b) 堀越 彰(ds＆per)  

お問合せ  BODY＆SOUL 03-5466-3348 (5pm～) http://www.bodyandsoul.co.jp/ 

6 月 25 日(月) 

伊藤多喜雄＆TAKiO Band 

場所  高津市民会館大ホール(JR 南武線武蔵溝ノ口駅/田園都市線溝の口駅)  

時刻  昼の部 開場 13 時 30 分 開演 14 時 00 分 

 夜の部 開場 18 時 00 分 開演 18 時 30 分  

料金  前売券 3,500 円 当日券 4,000 円 

  (チケット代の一部を義援金として被災地に寄付させていただきます)  

メンバー  伊藤多喜雄(唄) めぐ留(唄) 柿崎竹美(唄) 廣原武美(三味線) 松本宏平(尺八)  

 千代園剛(和太鼓) 竹田弘樹(ベース) 堀越 彰(ドラム) 江草啓太(ピアノ)  

 応援出演：ソーラン踊り隊有志  

お問合せチケット申し込み  

 TAKiO プロモーション 044-844-2338 info@takiopro.com http://takiopro.com/  

主催  TAKiO プロモーション  

共催  特定非営利活動法人フィールドワークスジャパン民俗芸能伝承学舎  

後援  高津区文化協会 

7 月 2 日(月) 

東谷慶太 POP CORNE PROJECT 

”ホルンとフルートの爽やかなアンサンブルが新時代のフュージョンに出会う” 

場所  大阪・梅田 BOGEY 06-6374-1199  

時刻  Open 18:00 Start 20:00  

料金  前売 3,500 円 / 当日 4,000 円  

メンバー  東谷慶太(ホルン) 重久義明(ピアノ) 竹田弘樹(ベース) 堀越 彰(ドラム) 

 ＜GUEST＞ 赤木りえ(フルート)  

お問い合わせ 東谷 090-3863-9397 http://sound.jp/keita1959/ http://keita1959.blog24.fc2.com/   
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堀越 彰 Akira Horikoshi 
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7 月 3 日(火) 

東谷慶太 POP CORNE PROJECT 

”ホルンとフルートの爽やかなアンサンブルが新時代のフュージョンに出会う” 

場所  大阪・梅田 BOGEY 06-6374-1199  

時刻  Open 18:00 Start 20:00  

料金  前売 3,500 円 / 当日 4,000 円  

メンバー  東谷慶太(ホルン) 重久義明(ピアノ) 竹田弘樹(ベース) 堀越 彰(ドラム) 

 ＜GUEST＞ 赤木りえ(フルート)  

お問い合わせ 東谷 090-3863-9397 http://sound.jp/keita1959/ http://keita1959.blog24.fc2.com/    

7 月 4 日(水) 

東谷慶太 POP CORNE PROJECT 

”ホルンとフルートの爽やかなアンサンブルが新時代のフュージョンに出会う” 

場所  名古屋 Jazz Live STAR★EYES 052-763-2636  

時刻  Open 18:00 Start 19:30  

料金  前売 3,500 円 / 当日 4,000 円  

メンバー  東谷慶太(ホルン) 重久義明(ピアノ) 竹田弘樹(ベース) 堀越 彰(ドラム) 

 ＜GUEST＞ 赤木りえ(フルート)  

お問い合わせ 名古屋 Jazz Live STAR★EYES 052-763-2636  

名古屋市千種区菊坂町 3-4-1 G ハウスビル 1F (地下鉄東山線覚王山駅 4 番出口より徒歩 5 分)    

7 月 5 日(木) 

東谷慶太 POP CORNE PROJECT 

”ホルンとフルートの爽やかなアンサンブルが新時代のフュージョンに出会う” 

場所  東京・南青山 CAY 03-3498-5790 03-3498-5790  

時刻  Open 18:00 Start 20:00  

料金  予約 2,000 円 / 当日 2,500 円 

 ※18：30 までにご入場のお客様にはウェルカムドリンクをプレゼント致します。   

メンバー  東谷慶太(ホルン) 重久義明(ピアノ) 竹田弘樹(ベース) 堀越 彰(ドラム) 

 ＜GUEST＞ 赤木りえ(フルート)  

お問い合わせ 南青山 CAY 03-3498-5790 港区南青山 5-6-23(スパイラル B1F) 

7 月 8 日(日) 

チェンミン ＠ ビルボードライブ大阪 

場所  ビルボードライブ大阪  

時刻  1st stage 16:30 2nd stage 19:30  

料金  ビルボードライブのサイトをご覧ください。  

メンバー  チェンミン(二胡/Vo) 鈴木直樹(Cl＆Sax) 江草啓太(Pf) 村石篤重(G) 船曳耕市(B) 堀越 彰

(Dr＆Per)  

お問い合わせ ビルボードライブ大阪 06-6342-7722 http://www.billboard-live.com/ 

チェンミン音楽園 03-6804-5155   

7 月 11 日(水) 

鈴木直樹 - Swingy Monkeys - 

場所  東京・南青山マンダラ  

時刻  Open 18:30 Start 19:40  

料金 3 ,800 円（１ドリンク付き）  

メンバー  Cl.& Sax 鈴木直樹 Pf 江草啓太  Bass 小野照彦 Dr 堀越 彰 Bjo 青木 研  

お問い合わせ 南青山マンダラ 03-5474-0411 

7 月 14 日(土) 

ザ・ひのまるスーパーセッション 

場所  西荻窪 TERRA  

時刻  Open 19:00 / Start 20:00  

料金  Charge ¥2,500+ドリンク  

メンバー  井川大輔(G) 佐藤研二(B) 堀越 彰(Drums＆Percussion)  

お問い合わせ 西荻窪 TERRA 03-3395-7611 terra@wood-corp.com 

7 月 17 日(火) 

チェンミン ＠ ビルボードライブ東京 

場所  ビルボードライブ東京  

時刻  1st stage 19:00 2nd stage 21:30  

料金  ビルボードライブのサイトをご覧ください。  

メンバー  チェンミン(二胡/Vo) 鈴木直樹(Cl＆Sax) 江草啓太(Pf) 村石篤重(G) 船曳耕市(B) 堀越 彰

(Dr＆Per)  

お問い合わせ ビルボードライブ東京 03-3405-1133 http://www.billboard-live.com/ 

 チェンミン音楽園 03-6804-5155 

8 月 11 日(土) 

LOTUS POSITION 

場所  SOMETHIN' Jazz Club (212 E. 52nd St. 3Fl ,New York)  

時刻  Open 16: 30 / Start 17:00  

料金  $10cover / $10minimum  

メンバー  小濱明人 Akihito Obama(Shakuhachi) 堀越 彰 Akira Horikoshi(Drums＆Per) 

 ＜GUEST＞ Emme(Vo) Joel Harrison(Guitar)   

お問合せ SOMETHIN' Jazz Club    http://www.somethinjazz.com/ny/ 
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8 月 16 日(木) 

伊藤多喜雄＆TAKiO BAND at 第 25 回あゆみ祭り 

場所  茨城県かすみがうら市歩崎公園 第 25 回あゆみ祭りのチラシ PDF(外部リンク)  

時刻  伊藤多喜雄ライブ 19:00～  

料金  無料  

メンバー  伊藤多喜雄(Vo) 堀越 彰(Dr＆Per) 他   

お問合せ  フィールドワークスジャパン 03-3461-3399 fwj@m6.gyao.ne.jp 

8 月 19 日(日) 

伊藤多喜雄＆TAKiO BAND at ゆりフェスティバル 

場所  ゆりの郷こしみず リリーパーク（北海道斜里郡小清水町）  

時刻  12:30～  

料金  ゆりの郷こしみず リリーパーク 入園料大人（中学生以上）500 円  

メンバー  伊藤多喜雄(Vo) 堀越 彰(Dr＆Per) 他   

お問合せ  フィールドワークスジャパン 03-3461-3399 fwj@m6.gyao.ne.jp 

8 月 21 日(火) 

鈴木直樹 ＆ Swing Ace Orchestra 

鈴木直樹リーダーのビックバンド「スウィングエース・オーケストラ」、２月に続き赤坂 B Flat に登場！ スウィ

ング・ジャズ黄金期、ビックバンドサウンドの名曲をクラリネット・リードによる美しいアンサンブルでお聴かせ

します。 

場所  赤坂 B Flat  

時刻  Open 18:30 / Start 19:30  

料金  予約：3,800 円、当日：4,000 円(学生各 500 円引)  

メンバー  鈴木直樹 (leader ＆ cl. sax) 鈴木正則 浦田雄揮 高瀬龍一 (Tp) 

 宮内岳太郎 筒井弘之 半田信英 (Tb.) 

 宮本大路 竹野昌邦 石島大介 萱生昌樹 (Sax.) 

 青木 研(bjo) 江草啓太(p) ジャンボ小野(b) 堀越 彰(ds) 

 ＜special guest＞ 佐野 博美(Sax)  岸 義和 (Tp)   

8 月 25 日(土) 

伊藤多喜雄＆TAKiO BAND at 野田まつり 

場所  岩手県九戸郡野田村役場前広場 野田村観光協会野田まつりのページ(外部リンク)  

時刻  18：30～20:45  

料金  無料  

メンバー  伊藤多喜雄(Vo) 堀越 彰(Dr＆Per) 他   

お問合せ  フィールドワークスジャパン 03-3461-3399 fwj@m6.gyao.ne.jp 

8 月 26 日(日) 

SHIMOKITA VOICE 2012／下北沢で生きる 

1 部 シンポジウム “ 地中から、屋根から、空から～明日の下北沢ラウンドテーブル ” 

場所  北沢タウンホール（東京）  

時刻  12:30～16:00  

料金  資料代：500 円  

出席者  パネリスト：保坂展人（世田谷区長）、下北沢の住民・各界代表 

コーディネーター：小熊英二（慶応大学教授・社会学者） 

進行： 大木雄高（シモキタヴォイス実行委員長／「LADY JANE」オーナー）   

SHIMOKITA VOICE 2012／下北沢で生きる 

2 部 ライブ “ 変貌する下北沢の街で、ストレイシープのように ” 

場所  北沢タウンホール（東京）  

時刻  17:30～（開場 17:00）  

料金  前売 2,800 円／当日 3,300 円（高校生以下・当日 1,000 円）  

出演  『夏の夜空に釣り糸を垂らすと』原マスミ（歌・ギター）近藤達郎（ピアノ） 

 『下北沢のこと』（よしもとばなな作）朗読 

 『落語』立川談四楼 

 『海から山から、民謡でソーランする』 伊藤多喜雄（民謡）他メンバー６名＋ソーラン隊（世田谷区

児童）   

ライブ前売  ビグトリィ 03-3419-6261 sv2012@shimokita-voice.net 

 チケットぴあ（P コード 621-996） 

 e+ イープラス 

 ローソンチケット（L コード 76149）   

予約問合せ 下北沢商業者協議会 

〒155-0032 世田谷区代沢 2-20（ビグトリィ内) Tel:03-3419-6261／Fax:03-3419-6848）   

1 部・2 部主催 SHIMOKITA VOICE 実行委員会 

(下北沢商業者協議会、Save the 下北沢、まもれシモキタ！行政訴訟の会)   
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8 月 16 日(木) 

伊藤多喜雄＆TAKiO BAND at 第 25 回あゆみ祭り 

場所  茨城県かすみがうら市歩崎公園 第 25 回あゆみ祭りのチラシ PDF(外部リンク)  

時刻  伊藤多喜雄ライブ 19:00～  

料金  無料  

メンバー  伊藤多喜雄(Vo) 堀越 彰(Dr＆Per) 他   

お問合せ  フィールドワークスジャパン 03-3461-3399 fwj@m6.gyao.ne.jp 

8 月 19 日(日) 

伊藤多喜雄＆TAKiO BAND at ゆりフェスティバル 

場所  ゆりの郷こしみず リリーパーク（北海道斜里郡小清水町）  

時刻  12:30～  

料金  ゆりの郷こしみず リリーパーク 入園料大人（中学生以上）500 円  

メンバー  伊藤多喜雄(Vo) 堀越 彰(Dr＆Per) 他   

お問合せ  フィールドワークスジャパン 03-3461-3399 fwj@m6.gyao.ne.jp 

8 月 21 日(火) 

鈴木直樹 ＆ Swing Ace Orchestra 

鈴木直樹リーダーのビックバンド「スウィングエース・オーケストラ」、２月に続き赤坂 B Flat に登場！ スウィ

ング・ジャズ黄金期、ビックバンドサウンドの名曲をクラリネット・リードによる美しいアンサンブルでお聴かせ

します。 

場所  赤坂 B Flat  

時刻  Open 18:30 / Start 19:30  

料金  予約：3,800 円、当日：4,000 円(学生各 500 円引)  

メンバー  鈴木直樹 (leader ＆ cl. sax) 鈴木正則 浦田雄揮 高瀬龍一 (Tp) 

 宮内岳太郎 筒井弘之 半田信英 (Tb.) 

 宮本大路 竹野昌邦 石島大介 萱生昌樹 (Sax.) 

 青木 研(bjo) 江草啓太(p) ジャンボ小野(b) 堀越 彰(ds) 

 ＜special guest＞ 佐野 博美(Sax)  岸 義和 (Tp)   

8 月 25 日(土) 

伊藤多喜雄＆TAKiO BAND at 野田まつり 

場所  岩手県九戸郡野田村役場前広場 野田村観光協会野田まつりのページ(外部リンク)  

時刻  18：30～20:45  

料金  無料  

メンバー  伊藤多喜雄(Vo) 堀越 彰(Dr＆Per) 他   

お問合せ  フィールドワークスジャパン 03-3461-3399 fwj@m6.gyao.ne.jp 

8 月 26 日(日) 

SHIMOKITA VOICE 2012／下北沢で生きる 

1 部 シンポジウム “ 地中から、屋根から、空から～明日の下北沢ラウンドテーブル ” 

場所  北沢タウンホール（東京）  

時刻  12:30～16:00  

料金  資料代：500 円  

出席者  パネリスト：保坂展人（世田谷区長）、下北沢の住民・各界代表 

コーディネーター：小熊英二（慶応大学教授・社会学者） 

進行： 大木雄高（シモキタヴォイス実行委員長／「LADY JANE」オーナー）   

SHIMOKITA VOICE 2012／下北沢で生きる 

2 部 ライブ “ 変貌する下北沢の街で、ストレイシープのように ” 

場所  北沢タウンホール（東京）  

時刻  17:30～（開場 17:00）  

料金  前売 2,800 円／当日 3,300 円（高校生以下・当日 1,000 円）  

出演  『夏の夜空に釣り糸を垂らすと』原マスミ（歌・ギター）近藤達郎（ピアノ） 

 『下北沢のこと』（よしもとばなな作）朗読 

 『落語』立川談四楼 

 『海から山から、民謡でソーランする』 伊藤多喜雄（民謡）他メンバー６名＋ソーラン隊（世田谷区

児童）   

ライブ前売  ビグトリィ 03-3419-6261 sv2012@shimokita-voice.net 

 チケットぴあ（P コード 621-996） 

 e+ イープラス 

 ローソンチケット（L コード 76149）   

予約問合せ 下北沢商業者協議会 

〒155-0032 世田谷区代沢 2-20（ビグトリィ内) Tel:03-3419-6261／Fax:03-3419-6848）   

1 部・2 部主催 SHIMOKITA VOICE 実行委員会 

(下北沢商業者協議会、Save the 下北沢、まもれシモキタ！行政訴訟の会)   
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9 月 1 日(土) 

金谷こうすけ The Next Move SUMMER TOUR 

場所  城下公会堂 岡山市北区天神町 10–16 城下ビル 1F  

時刻  Open 19:00 / Start 19:30  

料金  MC 予約 3,500 円／当日 4,000 円(別途 1 ドリンク 500 円要)  

メンバー  The Next Move 金谷こうすけ(Pf) 藤井邦彦(Bass) 堀越 彰(Dr＆Per)  

お問合せ  城下公会堂 086-234-5260 info@saudade-ent.com 

 http://www.saudade-ent.com/kokaido/   

9 月 2 日(日) 

金谷こうすけ The Next Move SUMMER TOUR 

場所  ROYAL HORSE 大阪市北区兎我野町 15-13 ミユキビ 1F   

時刻  Open 17:00 / Start 18:30  

料金  MC 3,150 円(別途要ドリンク等）  

メンバー  The Next Move 金谷こうすけ(Pf) 藤井邦彦(Bass) 堀越 彰(Dr＆Per) 

 Guest:宮藤晃妃(Vo)  

お問合せ  ROYAL HORSE 06-6312-8958･9 

 http://www.royal-horse.jp/ 

9 月 5 日(水) 

鈴木直樹 Standard Jazz Night 

スタンダードの名曲特集第一弾 クラリネットで唄うスタンダード・ジャズの一夜！ 

場所  赤坂ビーフラット  

時刻  Open 18:30 / Start 19:30  

料金   

メンバー  鈴木直樹(cl＆sax) 堀 秀彰(pf) 船曳耕市(b) 堀越 彰(ds) 宅間善之(vib)  

お問合せ  赤坂 B Flat  03-5563-2563  

 http://bflat.biz/ 

9 月 18 日(火) 

LOTUS POSITION 

場所  南青山 MANDARA  

時刻  Open 18: 30 / Start 19:30  

料金  4,200 円（1drink 付）  

メンバー  堀越 彰 (Drums＆Per) 小濱明人 (尺八) 

 ＜GUEST＞ Emme(Vo) Frederic Viennot' (Piano ＆ Key)   

お問合せ・予約 Office Play Ground  info-horikoshi@mx1.ttcn.ne.jp 

 南青山 MANDALA 03-5474-0411 

 http://www.mandala.gr.jp/aoyama.html 

9 月 20 日(木) 

伊藤多喜雄コンサート 

場所  帯広市民文化ホール（大ホール） (北海道帯広市)  

時刻  18：30 開演  

料金  A 席：一般 4,500 円（1 階 2 階席） B 席 2,000 円(３階４階席） 全席指定  

メンバー  伊藤多喜雄(Vo) 堀越 彰(Dr＆Per) 他   

お問合せ  フィールドワークスジャパン 03-3461-3399 fwj@m6.gyao.ne.jp 

 帯広音楽鑑賞協会 0155-23-9480   

10 月 10 日(水) 

STEWMAHN 

場所  SARAVAH 東京  

時刻  Open 18:00 / Start 19:00  

料金  前売 3,000 円 / 当日 3,500 円  

メンバー  STEWMAHN 林 正樹(pf) アンディ・ベヴァン(sax,fl,didgeridoo) 

 西嶋 徹(b) 堀越 彰(Dr＆Per)  

お問合せ  SARAVAH 東京 03-6427-8886  

 東京都渋谷区松濤 1 丁目 29-1 渋谷クロスロードビル B1 

 http://www.saravah.jp/tokyo/ 

10 月 18 日(木) 

きたはらいずみ 

場所  KNOB(六本木)  

時刻  Open 19:00 / Start 19:30  

料金  ミュージックチャージ 4,500 円(ドリンク代別)  

メンバー  きたはらいずみ(Vo) 佐藤 誠(G) 白土庸介(G) 堀越 彰(Per)  

お問合せ  KNOB(六本木) 03-3404-4001 

 港区六本木 6-1-6 ザグセンビル 3F   

10 月 20 日(土) 

ザ・ひのまるスーパーセッション 

場所  西荻窪 TERRA  

時刻  Open 19:00 / Start 20:00  

料金  Charge 2,500 円+ドリンク  

メンバー  井川大輔(G) 佐藤研二(B) 堀越 彰(Dr＆Per)  

お問合せ  西荻窪 TERRA 03-3395-7611 terra@wood-corp.com 

 東京都杉並区西荻北 3-22-20 坂巻ビル１Ｆ 

 http://www.wood-corp.com/terra/index.html   
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10 月 22 日(月) 

藤井郷子オーケストラ 

場所  新宿 PITINN  

時刻  Open 19:30 / Start 20:00  

料金  Charge 3,000 円(1 ドリンク付)  

メンバー  早坂紗知 泉邦宏(as) 木村昌哉 後関好宏(ts) 鬼頭哲(ba) 田村夏樹 

 福本佳仁 渡辺隆雄 城谷雄策(tp) はぐれ雲永松 高橋保行 古池寿浩(tb) 

 藤井郷子(p) 永田利樹(b) 堀越彰(ds)  

お問合せ  新宿 PITINN 03-3354-2024 

 東京都新宿区新宿 2-12-4 アコード新宿 B1 

 http://www.pit-inn.com/index_j.php 

10 月 26 日(金) 

クンブレ・フラメンカ・エン・ハポン 

場所  セルバンテス文化センター東京 B1 

 オーディトリアム 東京都千代田区六番町 2-9  

時刻  Open 18:00 / Start 18:30  

料金  無料  

メンバー grupo de AMI  

 (AMI 鎌田厚子 /Baile 片桐勝彦 /Guitar 滝本正信 /Cante 渡辺 剛 /Vil 堀越 彰 /Per) 

 grupo de 森田志保 / grupo de 萩原淳子 / 沖 仁   

お問合せ  セルバンテス文化センター http://tokio.cervantes.es/jp/default.shtm   

11 月 1 日(木) 

STEWMAHN 

場所  BODY＆SOUL  

時刻  Open 19:00 1st 20:00～ 2nd 22:00～  

料金  前売 3,500 円 / 当日 4,000 円  

メンバー  STEWMAHN 林 正樹(pf) アンディ・ベヴァン(sax,fl,didgeridoo) 西嶋 徹(b) 堀越 彰(Dr＆Per)  

お問合せ  BODY＆SOUL 03-5466-3348(5pm～) 

 東京都港区南青山 6-13-9  http://www.bodyandsoul.co.jp/ 

11 月 18 日(日) 

THE JUN FUKAMACHI 〜鬼才 音楽家 深町純の肖像〜 

日本音楽界の巨匠、真の芸術家、鬼才天才と各界から賞賛された深町純。常に時代を先どるアヴァンギャ

ルドなフュージョンアーティスト、世界屈指の即興演奏家としてその名は不動である。作品の神髄に流れる哲

学思想と精神。彼が遺した貴重な英知を今に活かし未来に継承すべく「THE JUN FUKAMACHI」を開催しま

す。 

場所  アートコンプレックス・センター(東京 新宿)  

時刻  10:00 ～ 17:00(詳細は決定次第お知らせいたします)  

料金  1,000 円(1 Drink 付)  

出演  堀越 彰(dr) 渡辺 剛(vl) 田中真聡(object)  

内容  活動記録展(楽器 機材 直筆楽譜 絵画作品) 映像 トリビュートライブ トークショー 

お問合せ  アートコンプレックス・センター 03-3341-3253 

 東京都新宿区大京町 12-9 

 http://www.gallerycomplex.com/ 

11 月 22 日(木) 

深町純トリビュートライヴ in TOKYO 

場所  BLUES ALLEY JAPAN（東京 目黒）  

時刻  Open 18:00 / Start 19:00  

料金  前売り 5,500 円 当日 6,000 円  

出演  ・KEEP レジェンド(1980 年結成 with 深町純) 

    和田アキラ(g) 岡 雄三(b) 渡部チェル(key) 榎本吉高(dr) 

 ・DUO -Akira Wada×Jun Fukamachi-(1980 年結成 with 深町純) 

    和田アキラ(g) 

 ・THE WILL(2004 年結成 with 深町純) 

    堀越 彰(dr)) 渡辺 剛(vl) 

 ・加橋かつみ(vo) 元 ザ・タイガース(70'～ feat.深町純) 

 ・藤島 新(2006 年～ feat. 深町純) 藤島 新(vo) 

 ・金 亜軍(揚琴)(2004～ feat,深町純) 

 ・小川美潮(vo) 

 ・森雪之丞(reading) 

 ・小柳ゆき(vo)   

お問合せ  BLUES ALLEY JAPAN Tokyo  

 予約専用 TEL 03-5740-6041 予約受付時間 月〜土 12:00〜20:00 

 東京都目黒区目黒 1-3-14 ホテルウィング・インターナショナル目黒 B1F 

 http://www.bluesalley.co.jp インターネット予約は 24 時間受付  

 

 

 



62 

 

 

堀越 彰 Akira Horikoshi 

〜～Schedule～ 
 

2
01

2 

11 月 24 日(土) 

深町純トリビュートライヴ in KOBE 

場所  CHICKEN GEORGE（神戸）  

時刻  Open 18:00 / Start 19:00  

料金  前売り 5,500 円 当日 6,000 円  

出演  ・KEEP レジェンド(1980 年結成 with 深町純) 

    和田アキラ(g) 岡 雄三(b) 渡部チェル(key) 榎本吉高(dr) 

 ・DUO -Akira Wada×Jun Fukamachi-(1980 年結成 with 深町純) 

    和田アキラ(g) 

 ・THE WILL(2004 年結成 with 深町純) 

    堀越 彰(dr)) 渡辺 剛(vl) 

 ・藤島 新(2006 年～ feat. 深町純) 藤島 新(vo) エルトン永田(pf) 

 ・藤原のり子(日本歌曲の会 '90 ～ feat.深町純) 藤原のり子(soprano vo) 

 ・金谷こうすけ(pf) 

 ・黒住憲五(vo) 

 ・藤井邦彦(bs) 

 ・荒崎英一郎(ts) 

 ・CHINAMI(vn)   

お問合せ  CHICKEN GEORGE 078-332-0146 

 兵庫県神戸市中央区下山手通 2-17-2-B1F 

 http://www.chicken-george.co.jp/index.html 

11 月 25 日(日) 

夙川音楽街道 スペシャルライブ 

場所  Live Bar NU-VU (阪急夙川駅 徒歩 5 分)  

時刻  Open 14:30 / Start 15:00  

料金  予約 4,000 円 / 当日 4,500 円 (ドリンク別途 500 円)  

メンバー  金谷こうすけ(Pf) 中嶋明彦(B) 堀越 彰(Dr＆Per) 渡辺 剛(Vil)  

お問合せ  Live Bar NU-VU  0798-20-6385  

 兵庫県西宮市霞町 3-28 http://livebar.nuvu.jp/   

12 月 1 日(土) 

チェンミン 宝くじ文化公演 

場所  北アルプス文化センター  

時刻  開場 15:30 開演 16:00  

料金  前売 2,000 円 / 当日 2,500 円 高校生以下前売 1,000 円 / 当日 1,500 円  

メンバー  チェンミン(二胡) 村石篤重(Gt) 堀沢真己(Cello) 江草啓太(Pf) 堀越 彰(Dr)  

お問合せ  北アルプス文化センター 076-473-1818 

 富山県中新川郡上市町法音寺 1 番地 

 ☆チェンミン FC heart float 事務局☆ 03-6804-5155(13:00～17:00/木曜日休み) 

 ※宝くじ助成により、特別料金になっております。 

 ※未就学児同伴・入場はご遠慮ください。    

12 月 2 日(日) 

チェンミン 宝くじ文化公演 

チェンミン二胡 LIVE2012 ~オマージュ・冬の夜空に捧ぐ歌~ 

場所  氷見市民会館  

時刻  開場 15:30 開演 16:00  

料金  前売 2,000 円 / 当日 2,500 円 高校生以下前売 1,000 円 / 当日 1,500 円  

メンバー  チェンミン(二胡) 村石篤重(Gt) 堀沢真己(Cello) 江草啓太(Pf) 堀越 彰(Dr)  

お問合せ  氷見市民会館 0766-74-8271 

 富山県氷見市本町 4-10 

 ☆チェンミン FC heart float 事務局☆ 03-6804-5155(13:00～17:00/木曜日休み) 

 ※宝くじ助成により、特別料金になっております。 

 ※未就学児同伴・入場はご遠慮ください。   

12 月 13 日(木) 

チェンミン Birthday Live 

場所  モーション・ブルー・ヨコハマ  

時刻  1st Open 17:00 / Showtime 18:30  2nd Open 20: 00 / Showtime 21:30  

料金  Charge 5,000 円(税込) ＊16:00 から店頭にて入場整理券を配布  

メンバー  チェン ミン(二胡) 江草啓太(Pf) 早川哲也(Bass) 堀越 彰(Dr) 鈴木直樹(Cl＆Sax)  

お問合せ  メール担当 森山まで info@chenmin.jp  

 チケット購入 モーション・ブルー・ヨコハマ 045-226-1919 ※11:00a.m.～10:00p.m. 

 横浜市中区新港一丁目 1 番 2 号 横浜赤レンガ倉庫 2 号館 3F 

 WEB 購入 モーション・ブルー・ヨコハマ ※公演前日の 22:00 まで 

 http://www.motionblue.co.jp/schedule/?yr=2012&mn=12 

 チケットぴあ（0570-02-9999） 

 ローソンチケット L コード：79155 店頭 2 日前まで(他 3 日前まで予約可)   
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12 月 21 日(金) 

小濵明人 New CD 発売記念ライブ 

場所  赤坂 november-eleventh  

時刻  Open 18:00 / Start 19:30  

料金  Charge 3,150 円  

メンバー  小濱明人(尺八) 石川 高(笙) 関口慎悟(G) 堀越 彰(Dr)  

お問合せ  赤坂 november-eleventh 03-3588-8104 

 港区赤坂 3-17-8 都ビル 2F 

 http://www.risingdragon.jp/ 

 マーサメリー info@masmary.com   
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