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1 月 22 日(水) 
1 月 23 日（木） 

ロックとバトンのコラボ！ 

場所 ＢＩＧＣＡＴ (大阪市中央区西心斎橋 1-6-14 BIGSTEP4F)  

時刻 両日とも 18:00 開場 19:00 開演 

料金 前売 4,500 円（整理番号付、ドリンク代別途要） 

出演     篠原信彦 / 富倉安生 / 長井ちえ / 堀越彰 / ＹＡＳ－ＫＡＺ /  

        高見亜梨彩(baton twirling)ご予約/お問合せ   

1 月 25 日(土) 

米谷 智 with FRIENDS 

場所 APIA 40 碑文谷(旧渋谷アピア) 

時刻 Open 12: 30 / Start 13: 00 

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 

1 月 28 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 

1 月 31 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 

２月１日(土) 

小濱明人 LIVE at 1111  

場所 港区 赤坂 ノヴェンバーイレブンス (港区赤坂 3-17-8 都ビル 2F) 

時刻 Open 16:30 Start 18:00 

料金 3,150 円(税込) 

メンバー 小濱明人(尺八) 石川 高(笙) 関口シンゴ(G) 堀越 彰(Ds.) 

お問合せ ノヴェンバーイレブンス 03-3588-8104 

2 月 4 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＋オーダー 

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) 

お問合せ 赤坂 B Flat 03-5563-2563  

2 月 12 日(水) 

Tail'z×関島岳郎×神戸智浩×堀越彰 

場所 江古田 フライングティーポット 

時刻 Open 16:30 Start 18:00 

料金 3,150 円(税込) 

メンバー 泉田理歌(vo) 壬菜(g) 斎藤麻莉(p)  関島岳郎(tuba) 神戸智浩(eg) 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/ 

2 月 15 日(土) 

伊藤多喜雄＆TAKiO Band in 風と土のまつり 2014  

場所 宮崎県延岡市 地福寺（宮崎県延岡市上三輪町 3643-1） 

時刻 「風と土のまつり 2014」午後公演 13:00～ 

 伊藤多喜雄コンサートは 15:20 より 

料金 一日通し券(午前：人形劇、午後：和太鼓演奏、伊藤多喜雄コンサート) 一般 3,000 円 学生

1,500 円 

 午後公演のみ 一般 2,500 円 学生 1,000 円 

メンバー 伊藤多喜雄(Vo) 堀越 彰(Drums＆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 

2 月 16 日(日) 

伊藤多喜雄＆TAKiO Band in 風と土のまつり 2014  

場所 宮崎県延岡市 

時刻 未定 

料金 未定 

メンバー 伊藤多喜雄(Vo) 堀越 彰(Drums＆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 
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2 月 22 日(土) 

白金高輪グリーンミュージックフェスティバル ～ラテンミュージックワークショップ～第２回 

場所 高輪区民センター (港区高輪 1-16-25) 

時刻 13:00～16:00 

料金 無料（要事前申し込み、募集人員 30 名） 

メンバー 三村秀次郎(Guitar) 堀越 彰(Drums＆Per) 

お問合せ 港区高輪地区総合支所協働推進課地区政策担当 03-5421-7123 

2 月 22 日(土) 

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 

2 月 28 日(金) 

taca-Wind of Legend 

場所 東京倶楽部 千駄ヶ谷店 

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

お問合せ 東京倶楽部 千駄ヶ谷店 03-6804-3695 (受付 17 時～24 時) 

 東京都渋谷区千駄ヶ谷 1-21-6 第 3 越智会計ビル地下 1 階 

3 月 12 日(水) 

チェンミン 

場所 銀座 Swing 

時刻 1st 19:00～ 2nd 21:00～ 

料金 銀座 Swing 会員 3,150 円 会員同伴 4,200 円 フリー 5,250 円 

メンバー チェン ミン(二胡) 鈴木直樹(Cl＆Sax) 川畑 淳(Pf) 早川哲也(B) 

 堀越 彰(Dr＆Per) 

お問合せ 銀座 Swing 03-3563-3757 03-3564-1579 

3 月 14 日(金) 

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＋オーダー 

メンバー 旧橋 壮(ts,fl) フレデリック・ヴィエノット(p)  Todd NICOLSON(b) 堀越 彰(ds) 

お問合せ 赤坂 B Flat 03-5563-2563  

3 月 22 日(土) 

篠原信彦 DEEP CRYSTAL BAND live 

場所 二子玉川 KIWA(世田谷区玉川 3-20-11-B1F) 

時刻 開場 18:00／開演 19:00 

料金 前売・当日共に￥3,500 (1 ドリンク付き・全自由・整理番号なし)  

メンバー 篠原信彦(Vo＆Key) 富倉安生(B) 長井ちえ(G＆Vo) 堀越 彰(Dr) YAS-KAZ(Per) 

お問合せ IWA  03-6805-7948(12:30～14:30)  

3 月 23 日(日) 

堀越 彰 INSTINCT 春の 2Days 1st 

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 歓喜と哀愁を込め

てお届けします。 

場所 公園通りクラシックス(渋谷) 

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 

3 月 26 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 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 
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3 月 28 日(金) 

チェンミン プライベートライブ "二個人" 

場所 チェンミン音楽園(渋谷区神宮前 3-38-11 原宿 New Royal 603) 

時刻 1st ステージ 開場 18:00 開演 18:30 

 2nd ステージ 開場 20:30 開演 21:00 

料金 FC 会員 5000 円 一般 6500 円 

メンバー チェン ミン(二胡) 堀越 彰(Dr＆Per) 

お問合せ チェン ミン音楽園 info@chenmin.jp http://chenmin.jp/ 

3 月 29 日(土) 

チェンミン with 堀越 彰 親子向け二個人 LIVE 

場所 チェンミン音楽園(渋谷区神宮前 3-38-11 原宿 New Royal 603) 

時刻 Open 14:00 Start 14:30 

料金 大人 4,000 円 幼児(3 歳～) 500 円 小中高 学生 1,000 円  

メンバー チェン ミン(二胡) 堀越 彰(Dr＆Per) 

お問合せ チェン ミン音楽園 info@chenmin.jp 03 6804-5155 http://chenmin.jp/ 

3 月 31 日(月) 

堀越 彰 INSTINCT 春の 2Days 2nd  

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 歓喜と哀愁を込め

てお届けします。 

場所 KAMOME(横浜 関内) 

時刻 Open 19:00／Start 20:00 

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) 

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

お問合せ KAMOME 045 662-5357 kamome@yokohama-kamome.com 

4 月 1 日(火) 
4 月 2 日(水) 

大輪塾リーディングライブ vol.1 ～言葉と音によるサーカス音楽劇～  

場所 東京・南青山マンダラ 

時刻 Open 18:30 / Start 19:30 

料金 3,200 円（１ドリンク付き） 

演目 1 部 M・ユルスナール「源氏の君の最後の恋」  

 2 部 芥川龍之介「藪の中」 

出演 大輪塾 岡田直輝 真生ハルカ 酒井美好 二宮美緒 一条貴玖代 吉田みずほ 

 ＭＣ：三浦正行 

 演奏：堀越 彰(Drums＆Per) 渡辺 剛(Violn)  

 演出：大輪茂男 

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 

 大輪塾 http://owajuku.com/ 

4 月 6 日(日) 

My Country My Home ～忘れがたき旋律と記憶～ 

場所 公園通りクラシックス(渋谷) 

時刻 Open 14:00／Start 14:30 

料金 前売 3,000 円(1 drink 込) 当日 3,500 円(1 drink 込) 

メンバー 渡辺和栄 Kazue Watanabe (Piano)  

 米谷 智 Satoshi Yoneya(尺八 Shukuhachi)  

 堀越 彰 Akira Horikoshi (Drums＆Per) 

お問合せ 公園通りクラシックス 080-6887-5957 http://www.k-classics.net/ 

4 月 24 日(木) 

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) 斎藤麻莉(p)  関島岳郎(tuba) 堀越彰(ds) 

お問合せ 吉祥寺 MANDA-LA2  0422-42-1579 

5 月 2 日(金) 

山下洋輔 Live at 新宿 PIT INN ～Introducing LOTUS POSITION～  

場所 新宿 PIT INN 

時刻 開場 19:30 開演 20:00 

料金 4,000 円(1drink 付)メンバー  

お問合せ 山下洋輔(Piano) 

 LOTUS POSITION 堀越 彰(Drums) 小濱明人(尺八) 

新宿 PIT INN 03-3354-2024 shinjuku@pit-inn. 

 

http://chenmin.jp/
http://chenmin.jp/
http://owajuku.com/
http://www.k-classics.net/


81 

 

堀越 彰 Akira Horikoshi 

〜～Schedule～ 
2
01

4
 

 
 

 
  

  
  

  
 

5 月 5 日(月) 

第 5 回 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 

時刻 14:00 開場 14:30 開演 

料金 無料(一般の方もいらしてください） 

メンバー 堀越クラス生徒 26 名 

 堀越 彰(Drums) 

 ゲスト：白土庸介(Guitar) 竹田弘樹(Bass) 山元 猛(Vocal) 

5 月 9 日(金) 

Tail'z 

場所 江古田フライングティーポット 

時刻 Open 19:30/Start 20:00 

料金 1,800 円(1drink 付) 

メンバー 泉田理歌(vo) 壬菜(g) 斎藤麻莉(p)   

 宮川直巳(b) 神戸智浩(g) 堀越 彰(dr)  

 小林友以(dance) 坂本知子(dance) 

お問合せ 江古田 フライングティーポット 03-5999-7971 

5 月 16 日(金) 

チェンミン （第 33 回全国城下町シンポジウム熊本大会）  

場所 熊本城本丸御殿 (〒860-0008 熊本県熊本市本丸１－１) 

時刻 16:30-17:00 

料金 未定 

メンバー チェンミン(ニ胡) 堀越 彰(dr) 

お問合せ 第 33 回全国城下町シンポジウム熊本大会 公式サイト 

5 月 26 日(月) 

Serendipity  

場所 公園通りクラシックス(渋谷) 

時刻 Open 19:00 / Start 19:30 

料金 予約￥3,000 当日￥3,500 (1 ドリンク付き)  

メンバー MiHO (vocal) Frederic Viennot (piano) 

 ゲスト：堀越 彰(drum＆perc) 冨樫亜紀(cello) 

お問合せ 公園通りクラシックス 080-6887-5957 

6 月 3 日(火) 

旧橋 壮 カルテット 

場所 赤坂ビーフラット 

時刻 Open 18:30 / Start 19:30 

料金 3,000 円＋オーダー 

メンバー 旧橋 壮(ts,fl) フレデリック・ヴィエノット(p)  

 Todd NICOLSON(b) 堀越 彰(ds) 

お問合せ 赤坂 B Flat 03-5563-2563  

6 月 6 日(金)-  
6 月 8 日(日) 

劇団インフルエンザ 華氏 102°F  

場所 横浜にぎわい座・のげシャーレ(横浜市中区野毛町 3-10-1) 

時刻 ６月６日(金) 開演 19:00 

 ６月７日(土) 開演１３：００ / 開演１９：００ 

 ６月８日(日) 開演１２：００ / 開演１６：００ 

料金 前売 3,500 円 当日 3,800 円（全席自由） 

メンバー 森野美咲 速水ゆかこ 大島由梨乃 関戸将志  

 サコイ(佐古井隆之) 熊沢陸斗 石原唯斗 

 岡田直輝 西野純一郎 青原健太 酒井美好 

 船橋優季 鈴木奨平 真生ハルカ 吉田みずほ 

 粕谷麻葵 木崎亜美 小林佳代 一条貴玖代 

 咲麻あさ実 川島 彩 坂本美沙都 有元由妃乃 

 < ゲスト出演 > 堀越 彰(ドラム) 氏神一番(カブキロックス) 

 穂積ユタカ(ＦＭヨコハマ・レポーター) 

脚本 大輪茂男 

演出 大輪茂男 

お問合せ http://www.influ.jp 

6 月 10 日(火) 

鈴木直樹クインテット 

場所 赤坂ビーフラット 

時刻 Open 18:30 / Start 19:30 

料金 一般 3,000 円、学生 2,000 円(飲食別) 

メンバー 鈴木直樹(cl. sax.) 堀越 彰(ds.) その他 

お問合せ 赤坂 B Flat 03-5563-2563  

 

 

 

 

 

http://www.influ.jp/
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6 月 12 日(木) 

神津善行の文化講座と音楽会  

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 18:00/開演 18:30 

料金 2,000 円 

メンバー クラリネット：鈴木直樹、ピアノ：秋満義孝、ベース：斉藤 順 

 ドラムス：堀越 彰、ビブラフォン：宅間義之、バンジョウ：青木 研 

 トランペット：二井田ひとみ 

 特別ゲスト：菅原洋一、チャリート 

お問合せ 三栄企画株式会社 03-3305-3811 

 NPO 法人青梅の青少年を育てる会 090-5195-3030 

6 月 19 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

ィエノに 新たにシルクドソレイユ出身のパフォーマーのフィリップ エマールが参加。 

フラメンコやラテン音楽の躍動感に歓喜と哀愁のパフォーマンスを加え ライブの枠を超えたドラマチックな世

界をお届けします  

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) 

 フィリップ エマール Philippe Aymard (Vocal＆Performance) 

お問合せ 南青山 MANDALA 03-5474-0411 

6 月 27 日(金) 

Tail'z 

場所 江古田フライングティーポット 

時刻 Open 19:30/Start 20:00 

料金 1,800 円(1drink 付) 

メンバー 泉田理歌(vo) 壬菜(g) 斎藤麻莉(p)  関島岳郎(tuba) 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 

6 月 28 日(土) 

SIBA 

場所 Organ Jazz 倶楽部 

時刻 Open 19:00 / Start 20:00 

料金 MC 2,500 円＋オーダー 

メンバー SIBA(vocal) 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 

7 月 3 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

ィエノに 新たにシルクドソレイユ出身のパフォーマーのフィリップ エマールが参加。 

フラメンコやラテン音楽の躍動感に歓喜と哀愁のパフォーマンスを加え ライブの枠を超えたドラマチックな世

界をお届けします 

場所 KAMOME(横浜 関内)  

時刻 Open 19:00／Start 20:00 

料金 前売 3,500 円／当日 4,000 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) 

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

 フィリップ エマール Philippe Aymard (Vocal＆Performance) 

お問合せ KAMOME 045-662-5357 

7 月 5 日(土) 

パンチャラマ来日 20 周年記念コンサート『ヒマラヤの風にのって』 

場所 狭山市市民交流センター コミュニティホール(埼玉県狭山市) 

時刻 14:30 開場 / 15:00 開演 

料金 前売 3,000 円 / 当日 3,500 円  全席自由 

メンバー パンチャ ラマ(バンスリ) サラバン ラマ(タブラ)  

 竹田弘樹(ベース) 加藤 実(ピアノ) 堀越 彰(ドラム) 

お問合せ P.S.MUSIC Tel/Fax 03 3425-3469 
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7 月 6 日(日) 

My Country My Home ～忘れがたき旋律と記憶～ 

場所 公園通りクラシックス(渋谷) 

時刻 Open 14:30／Start 15:00 

料金 前売 3,000 円(1 drink 込) 当日 3,500 円(1 drink 込) 

メンバー 渡辺和栄 Kazue Watanabe (Piano)  

 米谷 智 Satoshi Yoneya(尺八 Shukuhachi)  

 堀越 彰 Akira Horikoshi (Drums＆Per) 

お問合せ 公園通りクラシックス 080-6887-5957 

7 月 27 日(日) 

taca-Wind of Legend 2014 Tour 

場所 楓林（三重県伊勢市） 

時刻 Open 18:00 / Start 20:00 

料金 前売：2,000 円 当日:2,500 円 1drink 付 

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

お問合せ 三重県伊勢市一之木 2-12-10 日宝ビル二階 楓林 0596-24-8790 

7 月 28 日(月) 

taca-Wind of Legend 2014 Tour 

場所 京都 ライブスポットラグ 

時刻 Open 18:00 / Start 19:30 

料金 前売：3,000 円 当日:3,500 円 2take オーダー制 

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

お問合せ ライブスポットラグ 075-241-0446 

7 月 29 日(火) 

taca-Wind of Legend 2014 Tour 

場所 蔭涼寺(岡山市北区中央町 10-28) 

時刻 Open 19:00 / 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 086-281-3325(シミズ) 086-223-5853(蔭涼寺) 

 

7 月 30 日(水) 

taca-Wind of Legend 2014 Tour 

場所 名古屋 スターアイズ 

時刻 Open 18:00 / Start 19:30 

料金 前売：3,500 円 当日:4,000 円 

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

お問合せ スターアイズ(名古屋市千種区菊坂町 3‐4‐1 G ハウスビル 1F) 

7 月 31 日(木) 

taca-Wind of Legend 2014 Tour 

場所 横浜 KAMOME 

時刻 Open 19:00 / Start 20:00 

料金 3,500 円 

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

 ゲスト：遠峰アコ(Vo＆accordion) 

お問合せ KAMOME 045-662-5357 kamome@yokohama-kamome.com 

8 月 5 日(火) 

東邦音楽大学 メディアデザインコース主催 2014 年度『夏期集中セミナー』 

『Rhythm Section の Hybrid 化について』 講師 : 堀越 彰 

学生の制作曲を実音化する行程を通じてリズムセクションの構築について考える。  

作編曲者側から「何をどう伝えればイメージに沿った結果が得られるのか?記録に残せるのか?」について録

音作業を中心に進める実践的な講座とする。 

場所 東邦音楽大学(川越キャンパス） 教室: 16 号館 1 階 スタジオ A 

時刻 13:30 ～ 16:30 

料金 無料 

講師 堀越 彰(Drums) 原田博之(Bass) 他 

お問合せ info-horikoshi@mx1.ttcn.ne.jp  

8 月 6 日(水) 

東邦音楽大学 メディアデザインコース主催 2014 年度『夏期集中セミナー』 

『日本民謡とは?』～ 民謡への西洋音楽からのアプローチを交えて～ 

場所 東邦音楽大学(川越キャンパス） 教室: 16 号館 1 階 スタジオ A 

時刻 前半 13:30 ～ 15:00 「日本民謡」 

 後半 15:15 ～ 16:30 「日本民謡と西洋音楽との Hybrid」 

料金 無料 

講師 原田直之(民謡歌手) 原田博之(Bass) 堀越 彰(Drums) 他 

お問合せ info-horikoshi@mx1.ttcn.ne.jp  

8 月 7 日(木) 

LOTUS POSITION Live in 大阪 

場所 大阪市 梅田 ALWAYS-umeda- 

時刻 開場 19:00 開演 19:30 

料金 前売：3,000 円／当日：3,500 円／学生：2,500 円 

メンバー LOTUS POSITION＝小濱明人（尺八）・堀越彰（Ds） ゲスト＝関口シンゴ（Gt.） 

お問合せ ALWAYS（06-6809-6696／always.live.umeda@gmail.com) 



84 

 

堀越 彰 Akira Horikoshi 

〜～Schedule～ 
2
01

4
 

 
 

 
  

  
  

  
 

8 月 8 日(金) 

第 19 回全国学生邦楽フェスティバル前夜祭～LOTUS POSITION Live～ 

場所 京都市 法然院 庫裏玄関(京都市左京区鹿ヶ谷御所ノ段町 30 番地) 

時刻 開場 17:30 開演 18:00 

料金 前売：2,500 円／当日：3,000 円／学生：2,000 円 

メンバー LOTUS POSITION＝小濱明人（尺八）・堀越彰（Ds） ゲスト＝関口シンゴ（Gt.） 

お問合せ 全国学生邦楽フェスティバル en-itou@mue.biglobe.ne.jp 

8 月 15 日(金) 

チェンミン 

場所 銀座 Swing 

時刻 1st 19:00～ 2nd 21:00～ 

料金 銀座 Swing 会員 3,150 円 会員同伴 4,200 円 フリー 5,250 円 

メンバー チェン ミン(二胡) 鈴木直樹(Cl＆Sax) 川畑 淳(Pf)  

 早川哲也(B) 堀越 彰(Dr＆Per) 

お問合せ 銀座 Swing 03-3563-3757 

8 月 17 日(日) 

My Country My Home ～忘れがたき旋律と記憶～ 

場所 KAMOME(横浜 関内) 

時刻 Open 12:30／Start 13:30 

料金 3,000 円 

メンバー 渡辺和栄 Kazue Watanabe (Piano)  

 米谷 智 Satoshi Yoneya(尺八 Shukuhachi)  

 堀越 彰 Akira Horikoshi (Drums＆Per) 

お問合せ KAMOME 045-662-5357 kamome@yokohama-kamome.com 

8 月 20 日(水) 

Tail'z  

場所 吉祥寺 MANDA-LA2 

時刻 Open 19:00／Start 19:30 

料金 2,000 円＋1Drink 

メンバー 泉田理歌(vo) 壬菜(g) 斎藤麻莉(p)  関島岳郎(tuba) 堀越彰(ds) 

お問合せ 吉祥寺 MANDA-LA2  0422-42-1579 

8 月 23 日(土) 

ニュージーランドワインとクラシック音楽の出会い  

世界最高峰のワインコンテスト IWC で注目のニュージーランドワインのインポーター SHUN ABE (シュナベ）

厳選の 5 種類のワインをご用意し、世界で活躍するふたりのアーティスト、ピアノ三舩優子、ドラム堀越 彰が

奏でる甘美なクラシックの名曲をお贈りする真夏の一夜。 

オークヴィレッジが提供する季節の食材を生かしたお料理と共にお楽しみください。 

SHUNABE 直輸入 ニュージーランド産のワイン 5 種類 

・ 泡 2011 ハンスヘルツォグ テレーズ スパークリング ロゼ 

・ 白 2012 クラブファーム ピノ グリ 

・ 白 2012 アルファドームス エーディー シャルドネ 

・ 赤 2010 アルファドームス ザ パイロット ピノ ノアール 

・ 赤 2003 ハンスヘルツォグ スピリット オブ マルボロ 

場所 オークヴィレッジ 柏の葉 

時刻 Open 18:00／Start 18:30 

料金 13,000 円 演奏 + ワイン + コース料理 (先着 60 名様) 

メンバー 三舩優子(piano) 堀越 彰(drums) 

お問合せ SHUN ABE 阿部 俊 info@shunabe.com 048-947-2782 080-1101-4861 

8 月 24 日(日) 

フェスティバル・サマーナイト 2014  

場所 つくだ公園(杉並区高井戸) 雨天決行 

時刻 練習 13:00～ (カノウプス) / 本番 17:00～ (つくだ公園) 

料金 無料 

メンバー ドラムスクールの子供たち 堀越 彰(drums)  

お問合せ カノウプス 03-3247-0330 

9 月 3 日(水) 

旧橋 壮 カルテット 

場所 赤坂ビーフラット 

時刻 Open 18:30 Start 19:30 

料金 3,000 円＋オーダー 

メンバー 旧橋 壮(ts,fl) フレデリック・ヴィエノット(p) Todd NICOLSON(b) 堀越 彰(ds) 

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

9 月 7 日(日) 

My Country My Home ～忘れがたき旋律と記憶～ 

場所 Lown ラウン(下北沢) 

時刻 Open 14:00 Start 15:00 

料金 2,500 円(1Drink 込み) 

メンバー 渡辺和栄 Kazue Watanabe (Piano)  

 米谷 智 Satoshi Yoneya(尺八 Shukuhachi)  

 堀越 彰 Akira Horikoshi (Drums&Per) 

お問合せ Lown ラウン 03-6407-1919 http://lown.jp/ 

 

http://bflat.biz/
http://lown.jp/
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9 月 8 日(月) 
9 月 9 日(火) 
9 月 10 日(水) 

大輪塾 第 2 回リーディングライブ 

「十二人の道化師と二人の楽士が綾なす フェリーニ的童話サーカス音楽劇場！」 

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 3,000 円 + 1 ドリンク(700 円) 

演目 「月に盗まれた鏡」 

 「星降る夜の綱渡り」大輪茂男 幻想童話集より 

演出 大輪茂雄 

出演 大輪塾塾生 真生はるか 酒井美好 木崎亜美 岡田直輝 粕谷麻葵 船橋優希 

       吉田みずほ 咲麻あさ実 鈴木奨平 坂本美沙都 二宮美緒 

       三浦正行(ゲスト) 

 音楽：堀越 彰(Drums&Per) 白土庸介 (Guitar) 

お問合せ 南青山マンダラ 03-5474-0411 

9 月 14 日(日) 

定禅寺ストリートジャズフェスティバル in 仙台 復興支援ステージ 
場所 勾当台公園 円形公園時の広場 

時刻 Start 18:00 

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

 < GUEST > 渡辺 剛(Violin) 

お問合せ 定禅寺ストリートジャズフェスティバル 実行委員会事務局 

 〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町 3-8-3 新産業ビル 304  

 TEL.022-722-7382(10:00-18:00 祝祭日を除く月-金) FAX.022-722-8461 

9 月 28 日(日) 

トメ北川 X 篠原信彦 Dinner & Live 「秋色の夜にきらめく ロックでラクジュアリーナイト」 

場所 ラーゴ ディ ブル (大阪市港区) 

時刻 Open 16:30 Start 17:00 

料金 12,000 円 (ディナー フリードリンク 税込) 

メンバー トメ北川(Vo) 篠原信彦(Key&Vo) 堀越 彰(Dr&Per) 

 特別出演 高見亜梨彩(Baton Twirling) 

お問合せ ラーゴ ディ ブル (大阪市港区弁天 1-2-2 オーク 200 3F) 

9 月 30 日(火) 

三舩優子 X 堀越 彰 OBSESSION  

   バッハ ラフマニノフ ラヴェル ヒナステラ ピアソラ・・・  

   希代の作曲家が産み出した荘厳の響きと甘美の旋律  

   いまジャンルを越え 2 つの才能が新たな扉をひらく 

場所 京都ライブスポットラグ 

時刻 Open 18:00 / Start 19:30 

料金 3,000 円(前売り) 3,500 円(当日) 2,000 円(学割) 2take オーダー制 

メンバー 三舩優子(piano) 堀越 彰(drums) 

お問合せ ライブスポットラグ (京都市中京区 木屋町通三条上ル 京都エンパイヤビル 5F) 

10 月 4 日(土) 

三舩優子 X 堀越 彰 OBSESSION  

   バッハ ラフマニノフ ラヴェル ヒナステラ ピアソラ・・・  

   希代の作曲家が産み出した荘厳の響きと甘美の旋律  

   いまジャンルを越え 2 つの才能が新たな扉をひらく 

場所 エル・パーク仙台 スタジオホール 

時刻 Start 17:45～18:30 

料金 1,000 円(前売り) 1,500 円(当日) 

メンバー 三舩優子(piano) 堀越 彰(drums) 

お問合せ せんくら事務局 022-727-1872(平日 9:00～17:00) 

10 月 10 日(金) 

藤井郷子オーケストラ 

場所 江古田 BUDDY(東京都練馬区旭丘 1-77-8 双葉会館 B2F) 

時刻 Open 18:30 / Start 19:30 

料金 前売 ¥3,000 当日¥3,500 (in 1drink) 

メンバー 早坂紗知 泉邦宏(as) 木村昌哉 松本健一(ts) 吉田隆一(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 江古田 BUDDY 03 3953-1152 office@buddy-tokyo.com 

10 月 12 日(日) 

金谷こうすけ ユーラシアの風  

ジャズをベースにクラシックからポップスまで変幻自在な活動で知られる 

 金谷こうすけ氏が初登場！ 

場所 ライブ&ダイニングバー音楽室 DX(東京都新宿区西早稲田 3-20-4 金子ビル B1F) 

時刻 開場 18:30 / 開演 19:30 

料金 MUSIC CHARGE ￥3,500 ※Drink&Food 別 

メンバー 金谷こうすけ(Pf) 石井完治(Gt) 石井康二(B) 堀越 彰(Dr) 渡辺 剛(Vln) 

 南ルミコ(Vo) うえかわひろみ(Vo) 

お問合せ ライブ&ダイニングバー音楽室 DX 

 03-5273-5110(17:00-23:00) info@ongakushitsu-dx.jp 
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10 月 18 日(土) 

チェンミン 二胡ライブ 

場所 MT Milly's(千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷 1 丁目 16-1 Mois Tour 2F) 

時刻 開場 16:00 開演 17:30 

料金 ￥4,500(税込) 別途 1 オーダー  

 全席自由(整理番号順入場) ● 未就学児童入場不可 ● 当日 500 円 UP 

メンバー チェンミン(二胡) 佐藤史郎(Acc&Pf) 堀越 彰(Dr&Per) 

お問合せ MT Milly's 047-401-6605(平日 12:00-17:00) http://www.mtmillys.com/ 

10 月 24 日(金) 

NAMGAR(ナムガル) 福岡公演  

世界で最も古い湖 “バイカル湖” の文化。 蒼き狼たちの歌声。南シベリア ロシア・ブリヤート共和国(アガ・

ブリヤート自治区)より初来日。ニューヨークタイムスでは、シベリアのビョークと評され、パリ、ベルリン、ロン

ドン、モスクワ、ノルウェー 世界の聴衆を魅了した ニューラジカルトラッド。 

場所 ROOMS(福岡市中央区大名 2 丁目 1-50 大名 ONO ビル 3 階) 

時刻 Open 18:30／Start 19:30 

料金 前売 4,000 円 当日 4,500 円(全席指定 別途 1 ドリンク代 500 円 オーダー制) 

メンバー ナムガル・ルハサラノワ[ヴォーカル/ヤガタ] 

 エフゲニー・ゾロタリョーフ[チャンザ] 

 ガルサン・オショーロフ[モリンホール] 

 堀越 彰[ドラム] 

お問合せ ROOMS 092-751-0075 

 株式会社ハーモニーフィールズ 

10 月 27 日(月) 

NAMGAR(ナムガル) 福岡公演  

世界で最も古い湖 “バイカル湖” の文化。 蒼き狼たちの歌声。南シベリア ロシア・ブリヤート共和国(アガ・

ブリヤート自治区)より初来日。ニューヨークタイムスでは、シベリアのビョークと評され、パリ、ベルリン、ロン

ドン、モスクワ、ノルウェー 世界の聴衆を魅了した ニューラジカルトラッド。 

場所 月見ル君想フ(東京都港区南青山 4-9-1 シンプル青山ビル B1F) 

時刻 Open 19:00／Start 19:30 

料金 前売 4,000 円 当日 4,500 円(全席指定 別途 1 ドリンク代 500 円 オーダー制) 

メンバー ナムガル・ルハサラノワ[ヴォーカル/ヤガタ] 

 エフゲニー・ゾロタリョーフ[チャンザ] 

 ガルサン・オショーロフ[モリンホール] 

 堀越 彰[ドラム] 

お問合せ 月見ル君想フ 03-5474-8115 

10 月 31 日(金) 

初枝と夏子  

昔、銀巴里の星。今、人呼んで「幻の歌手」 そんな初枝と夏子久々に腰を上げた! 

感性のドラマー、ロックスピリットのギター、優しさで包み込むピアノ。素晴らしい個性の楽師達と織りなす世

界、ここがカンジン(肝心)スキー。いざ初枝と夏子がモンドリアンならぬ、モンドリ(宙返り)うってみせまする。

乞うご期待! 

場所 公園通りクラシックス(渋谷) 

時刻 開場 19:00 開演 19:30 

料金 ￥4,500(1 ドリンク付) 

メンバー 藤初枝(Vocal) ほさか夏子(Vocal) 

 フレデリック ヴィエノ(Piano&Key) 白土庸介(Guitar) 堀越 彰(Drums&Per) 

お問合せ ほさか夏子のホームページ http://onatsu.com/ 

 公園通りクラシックス 080-6887-5957 

 http://k-classics.net/schedule/detail.php?id=4292 

11 月 4 日(火) 

Tail'z  

場所 吉祥寺 MANDA-LA2 

時刻 Open 19:00／Start 19:30 

料金 2,000 円＋1Drink 

メンバー 泉田理歌(vo) 壬菜(g) 斎藤麻莉(p)  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 

11 月 12 日(水) 

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 サラヴァ東京 (渋谷区松濤 1 丁目 29-1 渋谷クロスロードビル B1) 

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) 

 小濱明人 Akihito Obama(尺八) 

http://www.mtmillys.com/
http://onatsu.com/
http://k-classics.net/schedule/detail.php?id=4292
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11 月 15 日(土)  

めぐ留【新しいネジの巻き方】  

場所 岩本町 Eggman tokyo east 

時刻 Open 18:00／Start 18:30 

料金 前売￥3,090 当日￥3,390（+1drink ￥520） 

メンバー メテオール 横川理彦 めぐ留 

お問合せ タキオプロモーション 044-844-2338 

 岩本町 Eggman tokyo east 03 5829-6400 

11 月 18 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＋オーダー 

メンバー 旧橋 壮(ts,fl) フレデリック・ヴィエノット(p)  Todd NICOLSON(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 

11 月 21 日(金)  

チェンミン 

場所 茅野市民館コンサートホール 

時刻 開場 18:30 開演 19:00 

料金 一般 3,500 円 高校生以下 2,500 円 全席自由 

 未就学児の入場はお断りいたします。 

メンバー チェンミン(二胡) 佐藤史郎(Acc&Pf) 堀越 彰(Dr&Per) 

お問合せ NPO 法人サポート C (茅野市塚原１－１－１茅野市民館内) 

 0266-82-8230（13:00～19:00・火曜休み） 

11 月 29 日(土) 

六華・仙人コンサート  

場所 紀尾井ホール 

時刻 開場 15:30 開演 16:00 

料金 全席指定 A 席 6,000 円 B 席 4,000 円 

メンバー 神津善行(お話) 六華(女性 8 人) 仙人(男性 3 人)  

 山下洋輔(Pf) 鈴木直樹(Cl) 青木 研(Bjo) 堀越 彰(Dr&Per) 

お問合せ 三栄企画株式会社 03-3305-3811 

12 月 5 日(金) 

チェンミン 天台聲明の夕べ  

天台聲明発祥の地 魚山(京都市左京区大原)で学ぶ「大原魚山塾」の僧侶による聲明。 

今回聲明とコラボレーションするのは、中国の伝統的弦楽器・二胡を優雅に操る、美しき演奏家チェン ミンと

パーカッショニスト堀越 彰。 

すべての「きこえ」が聲明のハーモニーと相まって幽玄な音彩を織り成す古くて、新しい癒しと祈りの音楽 

… 。 

場所 京都府立府民ホール アルティ 

時刻 開場 18:00 開演 18:30 

料金 一般:全席指定 5,000 円 チェンミン FC 会員:全席指定 4,500 円 

メンバー チェンミン(二胡) 堀越 彰(Dr&Per) 

主催 KBS 京都 

後援 京都府、京都市、京都商工会議所、京都新聞 

お問合せ チケットのご購入は主催者 KBS 京都のサイトをご参照ください。 

 チェンミン FC 会員の方は fc@chenmin.jp まで(FC 専用) 

12 月 7 日(日) 

My Country My Home ～忘れがたき旋律と記憶～ 

場所 KAMOME(横浜 関内) 

時刻 Open 12:30／Start 13:30 

料金 3,000 円 

メンバー 渡辺和栄 Kazue Watanabe (Piano)  

 米谷 智 Satoshi Yoneya(尺八 Shukuhachi)  

 堀越 彰 Akira Horikoshi (Drums&Per) 

お問合せ KAMOME 045-662-5357 kamome@yokohama-kamome.com 

 渡辺和栄 bamse@kk.catv-yokohama.ne.jp 

12 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＋オーダー 

メンバー 旧橋 壮(ts,fl) フレデリック・ヴィエノット(p)  

 Todd NICOLSON(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 
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12 月 12 日(金)  

三舩優子 X 堀越 彰 OBSESSION  

バッハ ラフマニノフ ラヴェル ヒナステラ ピアソラ・・・ 

希代の作曲家が産み出した荘厳の響きと甘美の旋律  

いまジャンルを越え 2 つの才能が新たな扉をひらく 

場所 アートカフェ フレンズ 

 (渋谷区恵比寿南 1-7-8 恵比寿サウスワン B1F, JR 恵比寿駅西口徒歩 2 分) 

時刻 Open 18:00 / Start 19:30 

料金 3,500 円(前売り) 4,000 円(当日) +1st drink 500 円 

メンバー 三舩優子(Piano) 堀越 彰(Drums&Per) 

お問合せ アートカフェ フレンズ 03-6382-9050 

12 月 13 日(土) 

チェンミン バースデーライブ 

場所 モーションブルーヨコハマ 

時刻 1st  開場 15:45 / 開演 17:00 

 2nd 開場 18:45 / 開演 20:00 

料金 自由席 5,500 円 BOX 席 22,000 円＋シートチャージ 6,000 円 

メンバー チェンミン(二胡) 佐藤史郎(Acc&Pf) 堀越 彰 (Drums&Per) 

お問合せ モーションブルーヨコハマ 045-226-1919(11:00-22:00) 

12 月 14 日(日) 

堀越 彰 ドラムワークショップ  

テーマは「曲を通じてフレーズを知る」。OBSESSION のレパートリーでもある「スペイン(Chick Corea)」を課題

曲に、セッションを通じて曲のもつダイナミクスとリズムセクションの役割を考える。 

場所 ジャズ喫茶 SWAN(スワン) 新潟市中央区西堀通 4-819 

時刻 Open 16:00／Start 16:15 

料金 2,000 円(見学のみ 500 円) ライブとの通し券 4,000 円 

メンバー 堀越 彰(Drums / 講師) 池田知華子(Piano) 清野 亮(Bass) 

お問合せ ジャズ喫茶 SWAN(スワン) 025-223-4349 

12 月 14 日(日) 

三舩優子 X 堀越 彰 OBSESSION  

バッハ ラフマニノフ ラヴェル ヒナステラ ピアソラ・・・ 

希代の作曲家が産み出した荘厳の響きと甘美の旋律  

いまジャンルを越え 2 つの才能が新たな扉をひらく 

場所 ジャズ喫茶 SWAN(スワン) 新潟市中央区西堀通 4-819 

時刻 Open 19:00／Start 19:30 

料金 2,500 円(前売り) 3,000 円(当日) ワークショップとの通し券 4,000 円 

メンバー 三舩優子(Piano) 堀越 彰(Drums) 

お問合せ ジャズ喫茶 SWAN(スワン) 025-223-4349 

12 月 23 日(火・祝) 

原田直之 ディナーショー 

場所 大手町サンケイプラザ 4F ホール 

時刻 ディナータイム 17:00 ~ 18:15 / ショータイム 18:15～19:15 

料金 18,000 円 コース料理・サービス料・税込 (フリードリンク) 

メンバー 原田直之(Vo) 原田真木(三味線) 原田直真紗(三味線) 米谷和修(尺八) 原田直之社中 

 バックベイサウンドオーケストラ < GUEST> ぽてと娘 

お問合せ 原田直之音楽事務所 03 3921-5155 

12 月 28 日(日) 

本間樺代子 ミュージックアレンジメントの世界 

場所 千葉県文化会館コルツァホール 

時刻 Open13:30 Start14:00 

料金 3,500 円(前売り) 4,000 円(当日) 1,000 円(小中高生) 未就学児童無料 

メンバー 本間樺代子(Organ&Piano) 渡辺美貴(Violin) 牧原正洋(Trumpet) 大淵 昭(Piano)  

 堀越 彰(Dr&Per) 

お問合せ ミュージアムロフト 0436-52-3521 

12 月 29 日(月) 

堀越 彰 X 山下洋輔 DUO 

場所 アートカフェ フレンズ 

 (渋谷区恵比寿南 1-7-8 恵比寿サウスワン B1F, JR 恵比寿駅西口徒歩 2 分) 

時刻 Open18:00 Start19:30 

料金 3,500 円(前売り) 4,000 円(当日) +1st drink 500 円 

メンバー 堀越 彰(Dr&Per) 山下洋輔(Piano) 

お問合せ アートカフェ フレンズ 03-6382-9050 

12 月 31 日(水) 

カウントダウンパーティー 

場所 グランドプリンスホテル新高輪 飛天の間 

時刻 Start 23:30 （ホテルのニューイヤープラン 2015 でご宿泊のお客様向け） 

メンバー Swing Monkeys 鈴木直樹(Cl&Sax) 青木 研(Bjo&g) 宅間善之(vib) 

 江草啓太(p) ジャンボ小野(Bass) 堀越 彰(Dr&Per) 

お問合せ 高輪のお正月 高輪ニューイヤープラン事務局 0120-489-131 

 


