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堀越 彰 Akira Horikoshi 

〜～Schedule～ 
 

2
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1 月 5 日(土) 

新春ヤポネシアンオールスターズ 伊藤多喜雄＆TAKiO Band 

古くから歌い継がれて来た「民謡」、そこには 自然や人の暮らしが織り込まれている…。 

日本の唄、日本の音楽に力が無くなってきた今、もう一度 ”ライブハウス” という原点へ立ち戻りかつて人を

励まし、鼓舞し、癒して来た日本の音を復活させたい、そんな思いから ”ヤポネシアン オールスターズ” は

立ち上がりました。日本民謡の革命児 伊藤多喜雄がその周りに集まる ”囃子人” たちと共に、私たちヤポ

ネシアンの誇り高き息吹をお届けします。 

場所  渋谷 TAKE OFF 7 

時刻  Open 17:30 / Start 18:00  

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

出演  突貫鼓僧 / ひめひおをぎ /  

 ヤポネシアンオールスターズ(伊藤多喜雄＆TAKiO Band) 

 伊藤多喜雄(Vo) 小濵明人(尺八) 木村 龍(三味線) 橋本泰洋(三味線) 

 渡辺和栄(ピアノ) 竹田弘樹(ベース) 堀越 彰(ドラム) 

お問合せ  渋谷 TAKE OFF 7 03-3770-7755 

 東京都渋谷区宇田川町 32 

 http://kox-radio.jp/to7-top.html 

1 月 12 日(土) 

Tail'z 
場所 江古田 フライングティーポット 

時刻 Open 19:00 / Start 19:30 

料金 1,800 円＋オーダー 

出演 泉田理歌(Vo) 壬菜(G) 斉藤麻莉(Pf) 西嶋徹(wb) 堀越彰(ds) 

お問合せ 江古田 フライングティーポット 03-5999-7971 

 東京都練馬区栄町 27-7 榎本コーポ B1 

 http://www.geocities.jp/flyingteapot1997/ 

1 月 17 日(木) 

STEWMAHN 

場所 サラヴァ東京 

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 サラヴァ東京 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/ 

1 月 19 日(土) 

伊藤多喜雄＆TAKiO BAND 

場所 玉泉寺 

時刻 未定 

料金 未定 

メンバー 伊藤多喜雄(Vo) 小濱明人(尺八) 磯辺舞子(Vil) 堀越 彰(Drums＆Per) 

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 20 日(日) 

伊藤多喜雄 Session 

場所 カフェレストラン Shu (神奈川県相模原市) 

時刻 昼の部 12:30～ お食事(ご希望の方) 14:00～ LIVE 

夜の部 17:00～ お食事(要予約 1,500 円) 18:30～ LIVE 

料金 チケット代金 3,500 円 

メンバー 伊藤多喜雄(Vo) 佐山雅弘(Pf) 堀越 彰(Drums＆Per) 

お問合せ カフェレストラン Shu 042-687-2333  

神奈川県相模原市緑区日連 981 

http://cafe-shu.com/index.html 

フィールドワークスジャパン 

03-3461-3399 fwj@m6.gyao.ne.jp 

1 月 24 日(木) 

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 

お問合せ 南青山マンダラ 03-5474-0411 

東京都港区南青山 3-2-2 MR ビル 

http://www.mandala.gr.jp/aoyama.html 
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堀越 彰 Akira Horikoshi 

〜～Schedule～ 
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1 月 26 日(土) 

LOTUS POSITION 

━ 伝統と創造 様式と即興 2 人のサムライ 世界を駆け抜ける ━  

19 世紀末、アメリカで生まれた JAZZ が世界中を旅し、あらゆる要素を取り込んだヨーロッパや南米の 

JAZZ がうまれて行く中で、日本からも素晴らしいジャズミュージシャンが登場し僕も関わってきました。そして

より僕らしい JAZZ を創りたいと考え、2000 年に"東方異聞" を結成し活動を始めました。あれから 12 年、

尺八奏者 小濱明人という同志を得て、再び自らのルーツと向き合いたいと思っています。2012 年 8 月 New 

York で活動を始めた LOTUS POSITION 。気鋭のフランス人ピアニスト Frederic Viennot を迎え今、僕た

ちが信じる日本の響きをお聴きください。 

場所 東京倶楽部 目黒店 

時刻 Open 18:30 / Start 19:30 (3 ステージ,入れ替え無し) 

 第 1 ステージ：19:30～20:10 

 第 2 ステージ：21:00～21:40 

 第 3 ステージ：22:10～22:50 

料金 ミュージックチャージ 2,940 円＋シートチャージ 630 円(税込) 

メンバー 堀越 彰 (Drums＆Per) 

 小濱明人 (尺八) 

    http://www2s.biglobe.ne.jp/~obama/akihito/akihito.html 

 ＜GUEST＞ Frederic Viennot (Piano＆Key)  

    http://www.myspace.com/fredericviennot 

お問合せ 東京倶楽部 目黒店 03-6417-0166 

 東京都品川区上大崎 2-18-20 中銀目黒駅前マンション地下 1 階 

 http://www.tokyo-club.com/meguro/about/ 

1 月 29 日(火) 

Tail'z 

場所 三軒茶屋 グレープフル－ツム－ン 

時刻 Open 18:30 / Start 19:00 (対バン有り、出番未定) 

料金 1,900 円＋オーダー 

メンバー 泉田理歌(Vo) 壬菜(G) 斉藤麻莉(Pf) 西嶋徹(wb) 堀越彰(ds) 

お問合せ 三軒茶屋 グレープフル－ツム－ン 03-3487-8159 

 東京都世田谷区太子堂 2-8-12 佐々木ビル B1 

 http://www.grapefruit-moon.com/ 

2 月 9 日(土) 

第 64 回 さっぽろ雪まつり(大通 4 丁目会場)  

伊勢神宮式年遷宮スペシャルライブ 伊藤多喜雄 トｰク＆ライブ 

場所 札幌市中央区大通西 4 丁目 STV・よみうり広場 

時刻 19:00～19:30 

料金 無料 

メンバー 伊藤多喜雄(Vo) 小濱明人(尺八) 木村 龍(三味線) 広本葉子(Pf) 

 堀越 彰 (Drums＆Per） 

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 

2 月 10 日(日) 

第 64 回 さっぽろ雪まつり(大通 4 丁目会場)  

伊勢神宮式年遷宮スペシャルライブ 伊藤多喜雄 トｰク＆ライブ 

場所 札幌市中央区大通西 4 丁目 STV・よみうり広場 

時刻 (1)13:00～13:30 (2)19:00～19:30 

料金 無料 

メンバー 伊藤多喜雄(Vo) 小濱明人(尺八) 木村 龍(三味線) 広本葉子(Pf) 

 堀越 彰 (Drums＆Per） 

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 

2 月 11 日 

(月・祝) 

チェン ミン 

Blue Note NAGOYA LIVE 開催！ Jazzy で hot なステージをお楽しみください。 

場所 Blue Note Nagoya  

時刻 1st open 16:00 / Showtime 17:00  

2nd open 19: 00 / Showtime 20:00 

料金 Charge 6,800 円(税込 

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) 村石篤重(Gt) 鈴木直樹(Cl＆

Sax) 

お問合せ Blue Note Nagoya 052-961-6311 

 名古屋市中区錦 3-22-20 ダイテックサカエビル B2 

 http://www.nagoya-bluenote.com/map/index.html 

 チケット予約センター 052-961-6311(平日 11:00～20:00/土日祝休業) 

 チケットぴあ 0570-02-9999 (P コード : 190-428) 

  

  

 

  



66 

 

堀越 彰 Akira Horikoshi 

〜～Schedule～ 
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2 月 13 日(水) 

Tail'z 

場所 学芸大学 メイプルハウス 

時刻 Open 19:00 / Start 19:30 

料金 2,000 円＋オーダー 

メンバー 泉田理歌(Vo) 壬菜(G) 斉藤麻莉(Pf) 西嶋徹(wb) 堀越彰(ds) 

お問合せ 学芸大学 メイプルハウス 

 東京都目黒区五本木 3-18-7 第二飯島ビル 1F  

 http://www.maplehouse.jp/ 

2 月 23 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 チャージ 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/ 

2 月 27 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 チャージ 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 

3 月 5 日(火) 

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/ 

3 月 6 日(水) 

Tail'z 

場所 高円寺ペンギンハウス 

時刻 OPEN 18:30 START 19:00 

料金 1,800 円＋1 ドリンク 

メンバー 泉田理歌(Vo) 壬菜(G) 斉藤麻莉(Pf) 程嶋日奈子(wb) 堀越 彰(ds) 

お問合せ 高円寺ペンギンハウス 03-3330-6294  

 杉並区高円寺北 3-24-8 みすずビルＢ１ 

 http://penguinhouse.net/  p_house@lapis.plala.or.jp 

3 月 7 日(木) 

渡辺美貴 FEEL ME! VOL.4 

場所 南青山 MANDARA 

時刻 Open 18: 30 / Start 19:30 

料金 4,800 円（1drink 付） 

メンバー 渡辺美貴(Violin＆Vo) 堀越 彰(Drums＆Per) Frederic Viennot' (Piano＆Key) 

お問合せ 南青山 MANDALA 03-5474-0411 

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

3 月 9 日(土) 

taca-Wind of Legend Spring Storm tour 2013 

場所 城下公会堂(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 3,000 円 / 当日 3,500 円 １drink 付 

前売 5,500 円 / 当日 6,000 円 (1 部 2 部通し) 2 drink 付 

メンバー taca(accordion) 鳥越啓介(contrabass) 堀越 彰(drums) 

お問合せ Saudade 086-234-5260 

 http://www.saudade-ent.com/ 
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堀越 彰 Akira Horikoshi 

〜～Schedule～ 
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3 月 10 日(日) 

taca-Wind of Legend Spring Storm tour 2013 

場所 大阪 フィドル倶楽部 

時刻 Open 18:00 / Start 18:30 

料金 前売 3,500 円 / 当日 4,000 円 1 ドリンクオーダー制 

メンバー taca(accordion) 鳥越啓介(contrabass) 堀越 彰(drums) 

お問合せ 大阪 フィドル倶楽部 06-6536-7315(予約) 

 大阪市西区南堀江 1-1-12 浅尾ビル 3F 

 http://www.fiddle-club.com/ 

3 月 11 日(月) 

taca-Wind of Legend Spring Storm tour 2013 

場所 STAR EYES 

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(accordion) 鳥越啓介(contrabass) 堀越 彰(drums) 

お問合せ 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 

 http://www.stareyes.co.jp 

3 月 12 日(火) 

taca-Wind of Legend Spring Storm tour 2013 

場所 浜松 Slow Porch  

時刻 Open 18:30 / Start 19:00 

料金 前売 3,000 円 / 当日 3,500 円 （1 ドリンク付） 

メンバー taca(accordion) 鳥越啓介(contrabass) 堀越 彰(drums) 

お問合せ 浜松 Slow Porch 053-489-4663 

予約 090-4155-2806(永吉) info@slowporch.com 

 静岡県浜松市東区半田山 4-41-10 

 http://www.slowporch.com 

3 月 13 日(水) 

taca-Wind of Legend Spring Storm tour 2013 

場所 東京 JZ Brat  

時刻 Open 17:30 / Start 19:30 / 21:00 

料金 前売 4,200 円 / 当日 4,700 円 入替なし 

メンバー taca(accordion) 鳥越啓介(contrabass) 堀越 彰(drums) 

お問合せ JZ Brat 03-5728-0168 

 渋谷区桜丘町 26-1 セルリアン東急ホテル 2 階 

 http://www.jzbrat.com 

3 月 16 日(土) 

Miho LIVE 

場所 日本外国特派員協会（The Foreign Correspondents'Club of Japan) 

時刻 START 18:30～ (3 ステージ)  

料金 No music charge 

メンバー Miho(vo) Frederic Viennot(Key) 堀越 彰(Dr＆Per) 

お問合せ 日本外国特派員協会 

 東京都千代田区有楽町 1 丁目 7 番地１ 有楽町電気ビル北館 20 階 

 http://www.fccj.ne.jp/ 

3 月 20 日 

(水・祝) 

エル・フラメンコ水曜特別企画 

場所 エル・フラメンコ(新宿伊勢丹会館６階) 

時刻 1 回目 Open 18:00 / Start 19:00 

料金 6,000 円 

メンバー AMI(踊り) 未定(カンテ) 片桐勝彦(ギター) 堀越 彰(パーカッション) 渡辺 剛(バイオリン) 

お問合せ エル・フラメンコ 03 3356-3816  

 http://www.el-fla.com/ 

3 月 22 日(金) 

伊藤多喜雄＆TAKiO Band 

場所 高松 SPEAK LOW 

時刻 OPEN 19:00 START 19:30 

料金 予約・前売り 3,500 円 / 当日 4,000 円 +1Drink500 円 

メンバー 伊藤多喜雄(Vo) 小濱明人(尺八) 木村 龍(津軽三味線) 渡辺和栄(Piano)  

堀越 彰 (Drums＆Per） 

お問合せ SPEAK LOW 087-837-0777 

 香川県高松市塩上町 3 丁目 20-11 

 http://www.speak-low.com/ 

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

3 月 23 日(土) 

南中ソーラン センターポジション争奪予選会 

場所 サンポート高松 多目的広場 石のステージ 

時刻 12:00～15:00 審査員で参加 

お問合せ 小粋るちゃー実行委員会 087-874-3595 
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堀越 彰 Akira Horikoshi 

〜～Schedule～ 
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3 月 24 日(日) 

伊藤多喜雄スペシャルライブ 

場所 サンポート高松 大型テント広場特設ステージ（200～300 席） 

時刻 (1) 13:00～ (前座に三味線 Jazz Joker) (南中ソーラン選抜チームとソーラン節ジョイント) 

 (2)15:00～ (フィナーレに前日の予選会出場者全員とソーラン節ジョイント) 

 演奏時間は各 60 分です。 

料金 無料 

メンバー 伊藤多喜雄(Vo) 小濱明人(尺八) 木村 龍(津軽三味線) 渡辺和栄(Piano)  

 堀越 彰 (Drums＆Per） 

お問合せ 小粋るちゃー実行委員会 087-874-3595 

 http://koikilture.com/ 

3 月 25 日(月) 

伊藤多喜雄＆TAKiO Band 

場所 京都 ライブスポットラグ 

時刻 OPEN 18:00 / START 19:30 

料金 予約・前売り 3,500 円 / 当日 4,000 円 

メンバー 伊藤多喜雄(Vo) 小濱明人(尺八) 木村 龍(津軽三味線) 渡辺和栄(Piano)  

 堀越 彰 (Drums＆Per） 

 ＜GUEST＞梅若晶子(唄 三味線) 

お問合せ ライブスポットラグ 075 241-0446  

 京都市中京区木屋町通三条上ル 京都エンパイヤビル 5F 

 http://www.ragnet.co.jp/ 

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

3 月 26 日(火） 

伊藤多喜雄＆TAKiO Band 

場所 芦屋 レフトアローン 

時刻 OPEN 18:00 / START 20:00 

料金 予約・前売り 3,500 円 / 当日 4,000 円 

メンバー 伊藤多喜雄(Vo) 小濱明人(尺八) 木村 龍(津軽三味線) 渡辺和栄(Piano)  

堀越 彰 (Drums＆Per） 

 ＜GUEST＞梅若晶子(唄 三味線) 

お問合せ レフトアローン 0797 22-0171(night) 

 芦屋市東山町 4-13 

 http://www.left-alone.jp 

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

3 月 27 日(水） 

伊藤多喜雄＆TAKiO Band 

場所 大阪 アナザードリーム  

時刻 OPEN 18:30 / START 19:30 

料金 予約・前売り 3,500 円 / 当日 4,000 円 

メンバー 伊藤多喜雄(Vo) 小濱明人(尺八) 木村 龍(津軽三味線) 渡辺和栄(Piano)  

堀越 彰 (Drums＆Per） 

 ＜GUEST＞梅若晶子(唄 三味線) 

お問合せ アナザードリーム 06-6211-5759  

 大阪市中央区千日前 1-9-7 フローラルイン難波 B1 

 http://www.an-dream.com/ 

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

3 月 30 日(土） 

marron LIVE 

場所 FJ's(祐天寺) 

時刻 OPEN 18:00 START 19:00 

料金 Chage 3,000 円 + 1drink(500 円) 

メンバー marron(vo) 内田 充(Gt) 平下政志(Pf) 原田博之(Bs) 堀越 彰(Ds) 

お問合せ FJ's 03 3760-2825  目黒区中目黒 

4 月 6 日(土) 

CANOPUS 堀越 彰 ドラムスクール発表会 

場所 上用賀アートホール(世田谷区立玉川区民会館別館) 

 東京都世田谷区上用賀 5-14-1-102 

 http://kamiyouga-arthall.hall-info.jp/index.html 

時刻 1 部 14 時 30 分開演  2 部 17 時 30 分開演 

料金 無料(一般の方もいらしてください） 

出演 堀越クラス全生徒 ( + 他クラス参加希望者) 

メンバー 堀越 彰(Drums) 白土庸介(Guitar) 竹田弘樹(Bass) 山元 猛(Vocal) 

お問合せ CANOPUS 03-3247-0330 

4 月 7 日(日） 

米谷 智 with FRIENDS 

場所 APIA 40 碑文谷(旧渋谷アピア) 

時刻 Open 13: 00 / Start 13: 30 

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 

 目黒区碑文谷 5-6-9 サンワホームズ B1  http://apia-net.com/index.html 
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4 月 10 日(水） 

旧橋 壮クインテット 

場所 赤坂ビーフラット 

時刻 Open 18:30 / Start 19:30 

料金 3,000 円 

メンバー 旧橋 壮(ts fl) フレデリック・ヴィエノット(p) 村谷ゆうすけ(b) 

 堀越 彰(ds) ウィンチェスター・二・テテ(perc) 

お問合せ 赤坂 B Flat 03-5563-2563  

 http://bflat.biz/ 

4 月 15 日(月） 

チェンミン 二胡 ミニコンサ－ト＆サイン会 

 ◇◆ニューアルバム「オマ－ジュ～歌姫たちに捧ぐ～」発売記念◇◆ 

 山野楽器にて 3 月 13 日発売の Chen Min ニューアルバム「オマ－ジュ～歌姫たちに捧ぐ～」を 

 ご予約ご購入の方に、[山野楽器オリジナル特典] 先着でミニコンサート＆サイン会にご招待 

場所 山野楽器銀座本店 7F イベントスぺ－ス Jam Spot 

時刻 18:30～ 

メンバー チェンミン 

お問合せ 山野楽器銀座本店 

4 月 17 日(水） 

Tail'z 

場所 吉祥寺 MANDA-LA2 

時刻 OPEN 19:00 START 19:30 

料金 Chage 2,000 円 + 1drink 

メンバー 泉田理歌(Vo) 壬菜(G) 斉藤麻莉(Pf) 関島岳郎(tuba) 堀越 彰(ds) 

お問合せ 吉祥寺 MANDA-LA2  0422-42-1579 

 武蔵野市吉祥寺南町 2-8-6 第 18 通南ビル地下  

 http://www.mandala.gr.jp/man2.html 

4 月 28 日(日） 

チェンミン二胡コンサート 

場所 神奈川県立相模湖交流センター 

時刻 開場 15:00 開演 15:30 

料金 全席指定 3,500 円（税込） 

メンバー チェン ミン(二胡) 村石篤重(Gt.) 鈴木直樹（Fl. Sax) 堀越 彰(Dr) 

 お問合せ/チケット販売 神奈川県立相模湖交流センター 042-682-6121 

 (9:00-21:30 月曜休み) 

4 月 29 日(月） 

チェンミン二胡ライブコンサート 

場所 月岡温泉 ホテル清風苑 

時刻 受付 15:30～、会場オープン 16:00～、演奏開始 16:30～ 

「春の味覚」夕食会 18:30～ 

料金 11,000 円（ライブ・夕食・ワンドリンクサービス・温泉入浴付) 

メンバー チェン ミン(二胡) 村石篤重(ギター) 鈴木直樹（クラリネット） 

 江草啓太（ピアノ）堀越 彰(ドラムス) 

お問合せ 月岡温泉 ホテル清風苑 0254-32-2000 

 新潟県新発田市月岡温泉 278-2 

 http://www.seifuen.com/special/chen-min/ 

5 月 11 日(土) 

Tail'z 

場所 高円寺 Reef 

時刻 Open 19:00 / Start 19:30 (Tail'z は 21 時頃出演の予定) 

料金 前売 2,000 円 / 当日 2,300 円＋１ドリンク要 

メンバー 泉田理歌(vo) 壬菜(g)  斎藤麻莉(pf) 鳥越啓介(B) 堀越 彰(ds) 

お問合せ 高円寺 Reef 03-3313-5980 

 東京都杉並区高円寺南 3-46-9 プラザ U B1F 

 http://www.kouenji-reef.com/ 

5 月 18 日(土） 

チェンミン 

場所 BLUE LIVE HIROSHIMA ブルーライブ広島 

時刻 開場 18:30／開演 19:00 

料金 自由席  4,500 円 ※税込、整理番号無、1 ドリンク代別途 500 円要 

メンバー チェン ミン(二胡) 村石篤重(ギター) 堀沢真己(チェロ) 堀越 彰(ドラムス) 

お問合せ/ チケット販売 ブルーライブ広島（BLUE LIVE チケットセンター） Tel.082-250-5522 

 広島市南区宇品海岸 3 丁目 12-69 

 ブルーライブ広島チケット予約ページ 

5 月 20 日(月） 

Tail'z 

場所 学芸大学メイプルハウス 

時刻 Open 19:00 / Start 20:00 

料金 2,000 円 + Order 

メンバー 泉田理歌(vo) 壬菜(g)  斎藤麻莉(pf) 関島岳郎(tuba) 壷井彰久(vio) 堀越 彰(ds) 

お問合せ 学芸大学 メイプルハウス 東京都目黒区五本木 3-18-7 第二飯島ビル 1F  
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5 月 21 日(火） 

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

お問合せ 南青山マンダラ 03-5474-0411 

東京都港区南青山 3-2-2 MR ビル 

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

5 月 28 日(火) 

伊藤多喜雄＆TAKiO Band ヤポネシアンオールスターズ 

 古くから歌い継がれて来た「民謡」、そこには 自然や人の暮らしが織り込まれている…。 

 日本の唄、日本の音楽に力が無くなってきた今、もう一度 ”ライブハウス” という原点へ立ち戻り

 かつて人を励まし、鼓舞し、癒して来た日本の音を復活させたい、そんな思いから ”ヤポネシアン 

 オールスターズ” は立ち上がりました。日本民謡の革命児 伊藤多喜雄がその周りに集まる ”囃

 子人” たちと共に、私たちヤポネシアンの誇り高き息吹をお届けします。 

場所 渋谷 TAKE OFF 7 

時刻 Open 18:30 / Start 19:00 

料金 前売：4,000 円 当日：4,500 円 (ドリンク別途 500 円) 

メンバー ヤポネシアンオールスターズ(伊藤多喜雄＆TAKiO Band) 

 伊藤多喜雄(Vo) 小濵明人(尺八) 堀越 彰(ドラム) 他 

お問合せ 渋谷 TAKE OFF 7 03-3770-7755 東京都渋谷区宇田川町 32 

5 月 29 日(水） 

森 英記 ライブ 

場所 三軒茶屋 グレープフル－ツム－ン 

時刻 Open 19:00 / Start 19:30 

料金 1,900 円＋ドリンク別途 

メンバー 森 英記(T Sax) 佐藤 誠(G) 大越 隆(B) 堀越 彰(Dr) 山下由紀子(Per) 

お問合せ 三軒茶屋 グレープフル－ツム－ン 03-3487-8159 

 東京都世田谷区太子堂 2-8-12 佐々木ビル B1 

 http://www.grapefruit-moon.com/ 

6 月 7 日(金)  

オーロラと雨 

場所 月見ル君想フ(港区南青山 4-9-1 B1) 

時刻 Open 18:30 / Start 19:00 

料金 前売 3,500 円 当日 4,000 円 学生 1,500 円(要学生証) + 1Drink 500 円 

出演 Rumba On The Corner 

 東京ザヴィヌルバッハ(Tokyo Zawinul Bach) 

 ヨーラン•モンソン(Göran Månsson) 堀越 彰(Drums) 参加 ! 

 蒸気青月楽団 

 大塚広子(DJ) 

お問合せ 月見ル君想フ 03-5474-8137(16:00~21:00) 

 港区南青山 4-9-1 B1 

 http://www.moonromantic.com/?p=14635 

6 月 10 日(月) 

旧橋 壮 クインテット 

場所 新宿 PITINN 

時刻 Open 19:30 / Start 20:00 

料金 3,000 円(1 ドリンク付) 

メンバー 旧橋 壮(ts,fl) フレデリック・ヴィエノット(p) カイドー・ユタカ(b) 

堀越 彰(ds) ウィンチェスター・二・テテ(perc) 

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 

6 月 12 日(水) 

旧橋 壮 クインテット 

場所 赤坂ビーフラット 

時刻 Open 18:30 / Start 19:30 

料金 3,000 円 

メンバー 旧橋 壮(ts,fl) フレデリック・ヴィエノット(p) 村谷ゆうすけ(b) 

堀越 彰(ds) ウィンチェスター・二・テテ(perc) 

お問合せ 赤坂 B Flat 03-5563-2563  

 東京都港区赤坂 6-6-4 赤坂栄ビル B1 

 http://bflat.biz/ 
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6 月 14 日(金)  

堀越 彰 INSTINCT 

場所 公園通りクラシックス（渋谷 東京山手教会Ｂ１Ｆ) 

時刻 Open 19:00 / Start 19:30 

料金 前売 3,000 円 / 当日 3,500 円 

メンバー 堀越 彰 Akira Horikoshi (Drums＆Per) 

 阿部 真 Makoto Abe (Cante) 

 白土庸介 Yosuke Shirato (Guitar) 

 フレッデリック ヴィエノ Frederic Viennot (Piano＆Key)  

お問合せ 公園通りクラシックス 080-6887-5957  

 東京都渋谷区宇田川町 19-5 東京山手教会 B1F 

 http://www.k-classics.net/ 

 Office Play Ground info-horikoshi@mx1.ttcn.ne.jp 

6 月 16 日(日)  

代官山ロックフェスティバル 

 昨年 10 月に「晴れたら空に豆まいて」と姉妹店「山羊に、聞く？」にて開催した 「代官山ロックフェ

 スティバル」。今年も来たる 6 月 16 日(日)に開催が決定いたしました！ 

場所 「晴れたら空に豆まいて」「山羊に聞く？」 2 店舗同時開催 

時刻 開場 12：00 / 開演 12：30 

料金 前売り 3,900 円 当日 4,500 円(共にドリンク代別途 500 円) 

メンバー 多数  伊藤多喜雄(Vo) 佐山雅弘(Piano) 堀越 彰(Dr＆Per) 

チケット販売 

予約受付開始日 4 月 16 日(火)～ 

予約 晴れたら空に豆まいて 電話 03-5456-8880 

 メール ticket@mameromantic.com (公演日、お名前、枚数、お電話番号を明記の上) 

お問い合わせ 晴れたら空に豆まいて 03-5456-8880 

 渋谷区代官山町 20-20 モンシェリー代官山 B2 

 http://mameromantic.com/ 

6 月 19 日(水)  

チェン ミン 

場所 ビルボードライブ東京 

時刻 1st ステージ 開場 17:30 開演 19:00 

2nd ステージ 開場 20:45 開演 21:30 

料金 サービスエリア 6,900 円 カジュアルエリア 4,900 円 

メンバー チェン ミン(二胡) 村石篤重(Gt.) 鈴木直樹（Fl. Sax) 早川哲也(B) 堀越 彰(Dr) 

お問合せ ビルボードライブ東京 03-3405-1133 

 東京都港区赤坂 9 丁目 7 番 4 号 東京ミッドタウン ガーデンテラス 4F 

 http://www.billboard-live.com/t_index.html 

6 月 22 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 チャージ 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/ 

6 月 29 日(土) 

SIBA 

場所 Organ Jazz 倶楽部 

時刻 Open 19:00 1st 20:00～ / 2nd 21:30～ 

料金 MC 2,200 円＋オーダー 

メンバー SIBA(vocal/リーダー) いしだまゆみ(piano/org) 古谷 悠(bass) 

堀越 彰(drums) 

お問合せ Organ Jazz 倶楽部 03-3388-2040 

東京都中野区沼袋 1-34-4 B1F (西武新宿線 沼袋駅) 

http://www.organjazzclub.org/ 

7 月 18 日(木) 

旧橋 壮 クインテット 

場所 赤坂ビーフラット 

時刻 Open 18:30 / Start 19:30 

料金 3,000 円 

メンバー 旧橋 壮(ts,fl) フレデリック・ヴィエノット(p)  

 村谷ゆうすけ(b) 堀越 彰(ds) ウィンチェスター・二・テテ(perc) 

お問合せ 赤坂 B Flat 03-5563-2563  

 東京都港区赤坂 6-6-4 赤坂栄ビル B1 

 http://bflat.biz/ 
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8 月 2 日(金) 

伊藤多喜雄＆TAKiO Band  

場所 伊勢神宮 

時刻 未定 

料金 未定 

メンバー 伊藤多喜雄(Vo) 小濵明人(尺八) 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 

8 月 4 日(日) 

伊藤多喜雄＆TAKiO Band 

TAKIO コンサート in 苫小牧～帰ってきたよ～  

場所 北海道苫小牧市 第 58 回とまこまい港まつり会場（若草町中央公園） 

時刻 19:10～20:30（8 月 4 日ステージ行事のトリ） 

料金 無料 

メンバー 伊藤多喜雄(Vo) 小濵明人(尺八) 堀越 彰(ドラム)  

 小林 光(bass) 渡辺和栄(Piano) 磯部舞子(Violin) 

お問合せ 苫小牧港まつり実行委員会 苫小牧市民活動センター2 階 0144-33-2233 

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

8 月 13 日(火) 

森 英記 バースデーライブ  

場所 三軒茶屋 グレープフル－ツム－ン 

時刻 Open 19:00 / Start 19:30 

料金 前売 2,500 円/当日 3,000 円 1 ドリンク別途 

メンバー 森 英記(T Sax) 大越 隆(B) 堀越 彰(Dr) 

シャク ／ 怪盗 銀次郎 ／ タダセンパイ ／ Melting Kiss 【VJ】HIROSHI 

お問合せ 三軒茶屋 グレープフル－ツム－ン 03-3487-8159 

 東京都世田谷区太子堂 2-8-12 佐々木ビル B1 

 http://www.grapefruit-moon.com 

8 月 18 日(日) 

「満月と夜たち」第５夜  “ 伊藤多喜雄 meets CHIO ALLIN ”  

 普段は生ピアノのない月見ル君想フにピアノをいれてみたい、という純粋な思いから始まった

 aoyama piano night。９年目を迎える 2013 年、「満月と夜たち」として新たに生まれ変わりました。

 例年通りグランドピアノはもちろん、 イベント期間を通してスペシャルVJチーム、主に野外を中心

 に数々のフェスを彩ってきた OVERHEADS とピアノの 特別コラボ演出を行います(8/14 を除く)。

 お洒落で POP な選りすぐりのアーティストたちと過ごす、まったりとした 真夏のスローライフフェス

 ティバルです。 

場所 月見ル君想フ(港区南青山 4-9-1 B1) 

時刻 Open 18:00 Start 19:00 

料金 前売り 3,500 円 当日 4,000 円 + 1Drink 500 円 

メンバー 伊藤多喜雄(Vo) 江草啓太(Pf) 堀越 彰(Ds) CHIO ALLIN(Vo Pf)  

お問合せ 月見ル君想フ 03-5474-8137(16:00~21:00) 

 http://www.moonromantic.com/?p=15487  

 ネット予約〔 7 月 6 日 0:00～8 月 16 日 24:00 迄 〕、電話予約〔 7 月 6 日～ 〕  

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

8 月 24 日(土) 

Tail'z 

場所 下北沢 BREATH 

時刻 Open 19:00/Start 19:45 

料金 2,300 円＋Drink 

メンバー 泉田理歌(Vo) 壬菜(G) 斉藤麻莉(Pf) 壷井彰久(vio) 宮川直己(bass) 堀越 彰(ds) 

お問合せ BREATH  03-6450-8435 mail@breath335.com 

 東京都世田谷区北沢 2-14-7 

 http://www.breath335.com/ 

8 月 30 日(金) 

伊藤多喜雄＆TAKiO Band  

場所 香川県 かめびし 風の館 (香川県東かがわ市引田 2174) 

時刻 開場 18:30 / 開演 19:00 

料金 2,000 円 

メンバー 伊藤多喜雄(Vo) 小濵明人(尺八) 堀越 彰(ドラム) 

 山中裕史(津軽三味線) 渡辺和栄(ピアノ) 

お問合せ/予約 小粋るちゃー実行委員会  087-874-3595 info@koikilture.com 

8 月 31 日(土) 

伊藤多喜雄＆TAKiO Band  

場所 香川県高松市 高松国分寺ホール   

http://www.kokubunji-hall.jp/index.html 

香川県高松市国分寺町新名 430 番地 

時刻 開場 17:00 / 開演 18:00 

料金 2,000 円 

メンバー 伊藤多喜雄(Vo) 小濵明人(尺八) 堀越 彰(ドラム) 

 山中裕史(津軽三味線) 渡辺和栄(ピアノ) 

お問合せ/予約 小粋るちゃー実行委員会 087-874-3595 info@koikilture.com 
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9 月 5 日(木) 

伊藤多喜雄＆TAKiO Band 北海道ツアー(稚内市） 

場所 北海道稚内市 

時刻 未定 

料金 未定 

メンバー 伊藤多喜雄(Vo) 小濵明人(尺八) 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 

9 月 6 日(金) 

伊藤多喜雄＆TAKiO Band 北海道ツアー(利尻富士町） 

場所 北海道利尻富士町役場総合交流促進施設 りぷら 

時刻 開演 18：30 

料金 未定 

メンバー 伊藤多喜雄(Vo) 小濵明人(尺八) 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 

9 月 7 日(土) 

伊藤多喜雄＆TAKiO Band 北海道ツアー(礼文町） 

場所 北海道礼文町民活動総合センター「ピスカ 21」 

時刻 14:00 

料金 無料 

メンバー 伊藤多喜雄(Vo) 小濵明人(尺八) 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 

9 月 8 日(日) 

伊藤多喜雄＆TAKiO Band 北海道ツアー(深川市） 

場所 北海道深川市文化交流ホール み・らい （北海道深川市５条７番２０号） 

時刻 開場 13:00 / 開演 14：00 

料金 指定席 3,000 円、自由席 2,500 円  ローチケ.com (L コード:14984) 

メンバー 伊藤多喜雄(Vo) 小濵明人(尺八) 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 

9 月 10 日(火) 

旧橋 壮 クインテット 

場所 赤坂ビーフラット 

時刻 Open 18:30 / Start 19:30 

料金 3,000 円 

メンバー 旧橋 壮(ts,fl) フレデリック・ヴィエノット(p)  村谷ゆうすけ(b) 堀越 彰(ds) 

お問合せ 赤坂 B Flat 03-5563-2563  

 東京都港区赤坂 6-6-4 赤坂栄ビル B1 http://bflat.biz/ 

9 月 12 日(木) 

堀越 彰 INSTINCT  

場所 サラヴァ東京(渋谷) 

時刻 Open 18:30 / Start 19:30 

料金 前売 3,500 円(1 ドリンク付) / 当日 4,000 円(1 ドリンク付) 

メンバー 堀越 彰 Akira Horikoshi (Drums＆Per) 

 阿部 真 Makoto Abe (Cante) 

 白土庸介 Yosuke Shirato (Guitar) 

フレデリック ヴィエノ Frederic Viennot (Piano＆Key)  

お問合せ サラヴァ東京 03-6427-8886 http://www.saravah.jp/tokyo/ 

 東京都渋谷区松濤 1 丁目 29-1 渋谷クロスロードビル B1  

 Office Play Ground info-horikoshi@mx1.ttcn.ne.jp  

9 月 15 日(日) 

taca-Wind of Legend  

場所 サラヴァ東京(渋谷) 

時刻 Open 13:00 / Start 13:30 

料金 前売 3,500 円(1 ドリンク付) / 当日 4,000 円(1 ドリンク付) 

メンバー taca(accordion) 鳥越啓介(contrabass) 堀越 彰(drums) 

お問合せ サラヴァ東京 03-6427-8886 http://www.saravah.jp/tokyo/ 

 東京都渋谷区松濤 1 丁目 29-1 渋谷クロスロードビル B1 

9 月 19 日(木) 

鈴木直樹 スウィングナイト  

場所 赤坂ビーフラット 

時刻 OPEN 18:30 / 1st 19:30～ / 2nd 21:15～ 

料金 一般 3,000 円、学生 2,000 円（飲食別） 

メンバー 鈴木直樹(Cl.o＆Sax) 江草啓太(p) 佐瀬正(b) 堀越彰(ds) 

青木研(Bjo＆g) 宅間善之(vib) 

お問合せ サラヴァ東京 03-6427-8886 http://www.saravah.jp/tokyo/ 

 東京都渋谷区松濤 1 丁目 29-1 渋谷クロスロードビル B1 

9 月 20 日(金) 

金沢ナイトミュージアム LOTUS POSITION コンサート  

場所 金沢能楽美術館 (石川県金沢市広坂１丁目２−２５) 

時刻 19：00 開場 19：30～20：30 

料金 無料 

メンバー 小濵明人(尺八) 堀越 彰(ドラム) ゲスト：関口シンゴ(ギター) 

申込先 金沢芸術創造財団 TEL：076-223-9898 金沢ナイトミュージアム 
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9 月 21 日(土) 

LOTUS POSITION with Emme ＆ 関口シンゴ  

場所 もっきりや(金沢市) 

時刻 19:00～ 

料金 2,500 円 

メンバー 小濵明人(尺八) 堀越 彰(ドラム) 

 ゲスト：Emme(Vo) 関口シンゴ(ギター) 

お問合せ もっきりや 076-231-0096  

 金沢市柿木畠 3-6 http://www.spacelan.ne.jp/~mokkiriya/ 

9 月 27 日(金) 

いしだまゆみ SESSION 

場所 Organ Jazz 倶楽部 

時刻 Open 19:00 1st 20:00～ / 2nd 21:30～ 

料金 MC 2,200 円＋オーダー 

メンバー いしだまゆみ(piano/org) 堀越 彰(drums) 他 

お問合せ Organ Jazz 倶楽部 03-3388-2040 

 東京都中野区沼袋 1-34-4 B1F (西武新宿線 沼袋駅) 

 http://www.organjazzclub.org/ 

10 月 10 日(木) 

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 チャージ 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 アコード新宿ビル地下 1 階  

 http://www.pit-inn.com 

10 月 12 日(土) 

伊藤多喜雄＆TAKiO Band in 高津 

場所 川崎市溝の口 ノクティーホール 

時刻 開場 13:30 / 開演 14:00 

料金 前売 3,500 円 / 当日 4,000 円 チケットぴあ 

メンバー 伊藤多喜雄(Vo) 小濵明人(尺八) 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 

10 月 15 日(火) 

Tail'z 

場所 吉祥寺 MANDA-LA2 

時刻 Open 19:00/Start 19:30 

料金 2,000 円＋Drink 

メンバー 泉田理歌(Vo) 壬菜(G) 斉藤麻莉(Pf) 関島岳郎(tuba) 堀越 彰(ds) 

お問合せ 吉祥寺 MANDA-LA2  0422-42-1579 

 武蔵野市吉祥寺南町 2-8-6 第 18 通南ビル地下 

 http://www.mandala.gr.jp/man2.html 

10 月 16 日(水) 

LOTUS POSITION Live at SARAVAH 東京 

場所 サラヴァ東京(渋谷) 

時刻 Open 18:30 / Start 19:30 

料金 前売：3,500 円(1drink 付) / 当日：4,000 円(1drink 付) 

メンバー 小濵明人(尺八) 堀越 彰(ドラム) ゲスト：林 正樹(ピアノ) 

お問合せ サラヴァ東京 03-6427-8886 http://www.saravah.jp/tokyo/ 

 東京都渋谷区松濤 1 丁目 29-1 渋谷クロスロードビル B1  

 Office Play Ground info-horikoshi@mx1.ttcn.ne.jp  

10 月 17 日(木) 

伊藤多喜雄＆TAKiO Band 

場所 佐賀市 浪漫座（佐賀市柳町 2-9） 

時刻 Start 19:00 

料金 前売：3,000 円＋1 ドリンク（500 円） 

メンバー 伊藤多喜雄(Vo) 小濵明人(尺八) 堀越 彰(ドラム)  

 広本葉子（Piano）竹田弘樹（Bass） 

お問合せ 佐賀市 浪漫座 佐賀市柳町 2-9 TEL:0952-24-4883 

10 月 19 日(土) 

伊藤多喜雄＆TAKiO Band 

場所 ジャズ工房西村(福岡県太宰府市朱雀 2-25-10) 

時刻 Open 18:00 / Start 19:30 

料金 前売：3,500 円／当日：4,000 円 

メンバー 伊藤多喜雄(Vo) 小濵明人(尺八) 堀越 彰(ドラム)  

広本葉子（Piano）竹田弘樹（Bass） 

お問合せ ジャズ工房西村 092-406-0923 
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10 月 20 日(日) 

伊藤多喜雄＆TAKiO Band  愛しき大地 愛しき八女 

九州北部・山口島根豪雨災害復興支援チャリティーコンサート 

場所 八女市民会館 おりなす八女 http://orinasu-yamecity.jp/ 

時刻 開場 13:00 / 開演 13:30 

料金 (全席自由)大人 2,000 円、子ども 1,000 円 ※当日各 500 円増 

出演者 １部＝ＱｕｎＱｕｎ（アイドル） 

 ２部＝福大付属若葉高校ダンス部（ダンス）・秀岳館高校雅太鼓（和太鼓） 

 部＝伊藤多喜雄＆TAKiO BAND 

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 

 災害支援ボランティア九援隊  

 （肥後）TEL:080-3901-6183（松尾）TEL:092-501-6324 

10 月 22 日(火) 

旧橋 壮 クインテット 

場所 赤坂ビーフラット 

時刻 Open 18:30 / Start 19:30 

料金 3,000 円 

メンバー 旧橋 壮(ts,fl) フレデリック・ヴィエノット(p)  

村谷ゆうすけ(b) 堀越 彰(ds) 

お問合せ 赤坂 B Flat 03-5563-2563  

 東京都港区赤坂 6-6-4 赤坂栄ビル B1 

 http://bflat.biz/ 

10 月 28 日(月) 

伊藤多喜雄＆TAKiO Band ＆ なかにし隆トリオ with 川本睦子 

場所 広島クラブクアトロ (広島市中区本通 10-1 広島パルコ本館 10F) 

時刻 Open 18:00 / Start 19:00 

料金 前売：3,500 円 / 当日：4,000 円 (drink 別途) 

メンバー 【伊藤多喜雄＆TAKiO BAND】 

   伊藤多喜雄(Vo) 梅若晶子(津軽三味線) 小濵明人(尺八) 

   山本美嶺(バイオリン) 渡辺和栄(ピアノ) 竹田弘樹(ベース) 堀越 彰(ドラム) 

 【なかにし隆トリオ with 川本睦子】 

   なかにし隆(ピアノ) 川本睦子(ボーカル) 中野力(ベース) 吉岡洋充(ドラム) 

お問合せ 広島クラブクアトロ / 082-542-2280 

10 月 29 日(火) 

伊藤多喜雄～竹灯りコンサート～ in 照蓮寺 

場所 広島県竹原市 照蓮寺 (広島県竹原市本町 3 丁目 13-1) 

時刻 19:00～ 

料金 3,000 円（前売のみ） 

メンバー 伊藤多喜雄(Vo) 小濵明人(尺八) 堀越 彰(ドラム) 

 梅若晶子(津軽三味線) 山本美嶺(バイオリン) 渡辺和栄(ピアノ) 

 竹田弘樹(ベース) 

ご予約 NPO 法人ネットワーク竹原 TEL:0846-22-0214 

10 月 30 日(水) 

伊藤多喜雄＆TAKiO Band 

場所 岡山県倉敷市 水島愛あいサロン（大ホール） 

時刻 Open 12:30 / Start 13:30 

料金 前売：2,000 円／当日：2,500 円（税込） 

メンバー 伊藤多喜雄(Vo) 小濵明人(尺八) 堀越 彰(ドラム) 

 梅若晶子(津軽三味線) 山本美嶺(バイオリン) 渡辺和栄(ピアノ) 竹田弘樹(ベース) 

お問合せ 水島愛あいサロン （086-440-5511） 

11 月 1 日(金) 

伊藤多喜雄＆TAKiO Band 

場所 大阪アナザードリーム 

時刻 開場 18:30 / 開演 19:30 

料金 予約・前売 3,500 円 当日 4,000 円 

メンバー 伊藤多喜雄(Vo) 小濵明人(尺八) 堀越 彰(ドラム) 

 梅若晶子(津軽三味線) 山本美嶺(バイオリン) 渡辺和栄(ピアノ) 竹田弘樹(ベース) 

お問合せ アナザードリーム 06-6211-5759 http://www.an-dream.com/ 

 大阪市中央区千日前 1-9-7 フローラルイン難波 B1 

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

11 月 2 日(土) 

伊藤多喜雄＆TAKiO Band 

場所 京都市 LIVE SPOT RAG 

時刻 開場 18:00 / 開演 19:00 

料金 一般：前売 3,500 円・当日 4,000 円／学生：前売 2,000 円・当日 2,500 円 チケットぴあ 

メンバー 伊藤多喜雄(Vo) 小濵明人(尺八) 堀越 彰(ドラム) 

 梅若晶子(津軽三味線) 山本美嶺(バイオリン) 渡辺和栄(ピアノ) 竹田弘樹(ベース) 

お問合せ LIVE SPOT RAG 075-255-7273 http://www.ragnet.co.jp/live_spot/live/detail/4654.html  

 京都府京都市中京区木屋町通三条上ル 京都エンパイヤビル５Ｆ 

 フィールドワークスジャパン 03-3461-3399 fwj@m6.gyao.ne.jp 
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11 月 19 日(火) 

鈴木直樹 オールドスウィングナイト  

 「リズム・エース」を鈴木章治とともに結成し黄金時代を築き上げたピアニスト 秋満義孝氏をピア

 ニストに迎え、リズム・エースを髣髴させるスウィンギーなサウンドを若手ミュージシャンによりおと

 どけするスウィング・ナイト！！ 

場所 赤坂ビーフラット 

時刻 OPEN 18:30 / 1st 19:30～ / 2nd 21:15～ 

料金 一般 3,000 円、学生 2,000 円（飲食別） 

メンバー 鈴木直樹（cl. sax.）秋満義孝(pf.) 早川哲也(b.) 堀越 彰(ds.) 宅間善之(vib.) 

お問合せ 赤坂ビーフラット  03-5563-2563 

 東京都港区赤坂 6-6-4 赤坂栄ビル B1 http://bflat.biz 

11 月 24 日(日) 

伊藤多喜雄＆TAKiO Band 

場所 静岡 

時刻 未定 

料金 未定 

メンバー 伊藤多喜雄（Vo.） 小濱明人（尺） 小山豊（津軽三） 

 磯部舞子（Vn.) 渡辺和栄（P.） 堀越彰（Ds.） 

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 

11 月 25 日(月) 

伊藤多喜雄＆TAKiO Band 

場所 河口湖ステラシアター (山梨県南都留郡富士河口湖町) 

時刻 18：00～ 

料金 前売：4,000 円／当日：4,500 円 

メンバー 伊藤多喜雄（Vo.） 小濱明人（尺） 小山豊（津軽三） 

 磯部舞子（Vn.) 渡辺和栄（P.） 堀越彰（Ds.） 

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 

12 月 5 日(木) 

堀越 彰 INSTINCT  

感性のドラマー 堀越 彰 の New Project ”INSTINCT ”  スパニッシュボイスの阿部 真、ロックスピリットギ

ターの白土庸介、フレンチピアニストのフレデリック・ヴィエノと創る新しいサウンド。 

フラメンコやラテン音楽の躍動感にクラシック音楽のスパイスを加えたドラマチックな世界 大胆にアレンジし

たラヴェルの名曲「亡き王女のためのパバーヌ」「ボレロ」やチックコリアの「ラ・フェスタ」など 歓喜と哀愁を

込めてお届けします。 

場所 南青山 MANDALA 港区南青山 3-2-2 MR ビル 

時刻 Open 18:30／Start 19:30 

料金 4,000 円(1 ドリンク付) 

メンバー 堀越 彰 Akira Horikoshi (Drums＆Per)  

 阿部 真 Makoto Abe (Cante)   

 白土庸介 Yosuke Shirato (Guitar) 

 フレデリック ヴィエノ Frederic Viennot (Piano＆Key)  

お問合せ 

ご予約 南青山 MANDALA 03-5474-0411 

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

 Office Play Ground info-horikoshi@mx1.ttcn.ne.jp 

12 月 9 日(月) 

神津善行の音楽講座 2013  

ジャズ再現シリーズ「鈴木章治とリズムエース」 故 鈴木章治氏の甥である鈴木直樹さんを中心に，ベストメ

ンバーでリズムエースを再現します。 

場所 御殿場市民会館 小ホール 

時刻 開場 13:30／講座 14:00～16:00 

料金 受講はすでに締め切られています。 

お問合せ 三栄企画株式会社 03-3305-3811 

12 月 10 日(火) 

神津善行の音楽講座 2013  

ジャズ再現シリーズ「鈴木章治とリズムエース」 故 鈴木章治氏の甥である鈴木直樹さんを中心に，ベストメ

ンバーでリズムエースを再現します。 

場所 つくばノバホール 

時刻 開場 13:30／講座 13:30～15:30 

料金 受講はすでに締め切られています。 

お問合せ 三栄企画株式会社 03-3305-3811 

12 月 11 日(水) 

神津善行の音楽講座 2013  

ジャズ再現シリーズ「鈴木章治とリズムエース」 故 鈴木章治氏の甥である鈴木直樹さんを中心に，ベストメ

ンバーでリズムエースを再現します。 

場所 羽村市生涯学習センター ゆとろぎ大ホール 

時刻 開場 13:30／講座 14:00～16:00 

料金 受講はすでに締め切られています。 

お問合せ 三栄企画株式会社 03-3305-3811 
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12 月 12 日(木) 

神津善行の音楽講座 2013  

ジャズ再現シリーズ「鈴木章治とリズムエース」 故 鈴木章治氏の甥である鈴木直樹さんを中心に，ベストメ

ンバーでリズムエースを再現します。 

場所 佐久市コスモホール大ホール 

時刻 開場 13:00／講座 13:30～15:30 

料金 受講はすでに締め切られています。 

お問合せ 三栄企画株式会社 03-3305-3811 

12 月 13 日(金) 

神津善行の音楽講座 2013  

ジャズ再現シリーズ「鈴木章治とリズムエース」 故 鈴木章治氏の甥である鈴木直樹さんを中心に，ベストメ

ンバーでリズムエースを再現します。 

場所 府中の森芸術劇場 ふるさとホール 

時刻 開場 13:30／講座 14:00～16:00 

料金 受講はすでに締め切られています。 

お問合せ 三栄企画株式会社 03-3305-3811 

12 月 14 日(土) 

marron LIVE 

場所 蒲田駅前広場 

時刻 Start 14:00 

料金 無料 

メンバー marron(vo) 内田 充(Gt) 平下政志(Pf) 原田博之(Bs) 堀越 彰(Ds) 

お問合せ 未定 

12 月 15 日(日) 

神津善行の音楽講座 2013  

ジャズ再現シリーズ「鈴木章治とリズムエース」 故 鈴木章治氏の甥である鈴木直樹さんを中心に，ベストメ

ンバーでリズムエースを再現します。 

場所 宮崎県清武町文化会館半九ホール 

時刻 開場 13：30 開演 14：00 

料金 前売券：2,000 円 / 当日券：2,500 円 

お問合せ 清武町文化会館：TEL 0985-84-0181  

 （窓口・電話受付：8:30～17:00  月曜は休館日） 

 http://www.kiyotake-bk.or.jp/cms/phnews/webdir/10.html 

12 月 22 日(日) 

伊藤多喜雄＆TAKiO Band  MiTAMA Christmas Concert 2013  

場所 江東区 清澄白河 新館 LADY 

 清澄白河駅 A3 出口から徒歩１分、中村中学校・高等学校隣の施設。 

東京都江東区清澄２-３-１５ 

時刻 開場 12:30 / 開演 13:00 / 終演 14:40 /  

 15:00～併設カフェでクリスマスパーティー開催 

料金 前売 3,000 円 当日 3,500 円 

メンバー MiTAMA Choir（コーラス） 

 伊藤多喜雄(Vo) 小濵明人(尺八) 堀越 彰(ドラム) 

お問合せ MiTAMA Choir info@mitamachoir.com 

 チケット申込 MiTAMA Choir サイト 

12 月 28 日(土) 

LOTUS POSITION 

場所 南青山 MANDALA 港区南青山 3-2-2 MR ビル 

時刻 Open 18:30／Start 19:30 

料金 4,000 円(1 ドリンク付) 

メンバー 堀越 彰 Akira Horikoshi (Drums＆Per)  

 小濱明人 Akihito Obama (尺八)  

 < GUEST > 山下洋輔 Yosuke Yamashita (Piano)  

お問合せ 

ご予約 南青山 MANDALA 03-5474-0411 

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

 Office Play Ground   info-horikoshi@mx1.ttcn.ne.jp 

 

 

 




