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堀越 彰 Akira Horikoshi 

〜～Schedule～ 
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1 月 12 日(日) 

My Country 

場所 下北沢 ラウン 

 世田谷区北沢 2-34-8 北沢 KM ビル http://lown.jp/ 

時刻 開場 12:30 開演 13:00 

料金 2,500 円＋１ドリンクオーダー 

メンバー 渡辺和栄（pf）米谷智（尺八）堀越彰（per.） 

ご予約/お問合せ info@lown.jp03-6407-1919 

1 月 22 日(水) 
1 月 23 日(木) 

JAZZ Session 

場所 バー & ジャズラウンジ マデュロ 

 MADURO Bar and Jazz Lounge 

 (グランドハイアット東京 4F)(東京都 港区 六本木 6-10-3 六本木ヒルズ) 

時刻 1)20:00-20:45 2)21:05-21:50 

 3)22:10-22:55 4)23:15-24:00 

料金 飲食代金＋ミュージックカバーチャージ 2,000 円 

出演 Simon Cosgrove (piano) (1 月 22 日) 

 Dennis Lambert (piano) (1 月 23 日) 

  https://www.dennislambertpianist.com/ 

 Paul Dwyer (Contrabass) https://pauldwyerbass.com/ 

 堀越 彰 AKIRA HORIKOSHI(drums) 

ご予約 マデュロ TEL 03-4333-8783 

2 月 9 日(日)) 

DAISUKE & The BIG BROTHERS BAND  

場所 西荻窪 TERRA (東京都杉並区西荻北 3-22-20 坂巻ビル 1F) 

 http://www.wood-corp.com/terra/ 

時刻 Open18:00 / Start19:00 

料金 Charge 2,500 円 + ドリンク 

出演 井川大輔(G) 吉田 建(B) 堀越 彰(Dr) 

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

2 月 11 日(火・祝) 

My Country 

場所 公園通りクラシックス(渋谷区宇田川町 19-5) 

http://koendoriclassics.com/ 

時刻 開場 13:30 開演 14:00 

料金 3,000 円 

出演 渡辺和栄（pf）米谷智（尺八）堀越彰（per.） 

ご予約 公園通りクラシックス 03-6310-8871 

予約フォーム 

http://koendoriclassics.com/events/1159/my-country/ 

facebook イベントページ https://www.facebook.com/events/551344455716059/ 

2 月 12 日(水) 
2 月 15 日(土) 

JAZZ Session 

場所 バー & ジャズラウンジ マデュロ 

 MADURO Bar and Jazz Lounge 

 (グランドハイアット東京 4F)(東京都 港区 六本木 6-10-3 六本木ヒルズ) 

時刻 1)20:00-20:45 2)21:05-21:50 

 3)22:10-22:55 4)23:15-24:00 

料金 飲食代金＋ミュージックカバーチャージ 2,000 円 

出演 Makoto Kadowaki (piano) (2 月 13 日) 

 Simon Cosgrove (piano) (2 月 15 日) 

 Paul Dwyer (Contrabass) (2 月 13 日) 

 Mark(2 月 15 日) 

 堀越 彰 AKIRA HORIKOSHI(drums) 

ご予約 マデュロ TEL 03-4333-8783 
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2 月 22 日(土) 

みどり幼稚園エンゼルボイスコンサート 

三舩優子×堀越 彰 OBSESSION(ゲスト出演) 

場所 相馬市民会館大ホール(福島県相馬市中村字北町 51-1) 

出演 三舩優子 YUKO MIFUNE (piano) 

 堀越 彰 AKIRA HORIKOSHI (drums) 

5 月 8 日(金) 

Sonoligo オンライン番組 “クラシック OBSESSION”第１回 

URL https://www.sonoligo.com/OBSESSION 

 https://www.sonoligo.com/events/3203 

時刻 20:00 ～ 20:45 

料金 Sonoligoの Lite または Premium会員向けイベント 

出演 OBSESSION 三舩優子, 堀越 彰 

5 月 22 日(金) 

Sonoligo オンライン番組 “クラシック OBSESSION”第２回 

URL https://www.sonoligo.com/OBSESSION 

 https://www.sonoligo.com/events/3218 

時刻 20:00 ～ 20:45 

料金 Sonoligoの Lite または Premium会員向けイベント 

出演 OBSESSION 三舩優子, 堀越 彰 

6 月 5 日(金) 

Sonoligo オンライン番組 “クラシック OBSESSION”第３回 

URL https://www.sonoligo.com/OBSESSION 

 https://www.sonoligo.com/events/3271 

時刻 20:00 ～ 20:45 

料金 Sonoligoの Lite または Premium会員向けイベント 

出演 OBSESSION 三舩優子, 堀越 彰 

6 月 17 日(水) 

INSTINCT 無観客ライブオンライン配信  

時刻 20:00 ～ 

 事前に料金支払い済の場合は、生配信をお見逃しでも録画配信をご覧戴くことがで

きます。 

料金 2,000 円＋システム手数料 99 円 

出演 堀越 彰(Drs,Per) 

 フィリップ エマール(Vo,Performance) 

 白土庸介(G) 

 フレデリック ヴィエノ(Pf,Key) 

 田中 真聡(Kinetic Artist) 

チケット TiGET https://tiget.net/events/93240 

演奏場所 南青山マンダラ (演奏場所にはご入場戴けません) 

6 月 24 日(水) 

Sonoligo オンライン番組 “クラシック OBSESSION”第４回 

URL https://www.sonoligo.com/OBSESSION 

 https://www.sonoligo.com/events/3349 

時刻 20:00 ～ 20:45 

料金 Sonoligoの Lite または Premium会員向けイベント 

出演 OBSESSION 三舩優子, 堀越 彰 

7 月 9 日(木) 

Sonoligo オンライン番組 “クラシック OBSESSION”第５回 

URL https://www.sonoligo.com/OBSESSION 

 https://www.sonoligo.com/events/3473 

時刻 20:00 ～ 20:45 

料金 Sonoligoの Lite または Premium会員向けイベント 

出演 OBSESSION 三舩優子, 堀越 彰 

7 月 17 日(金) 

PAI JAZZ & BLUES FEST 2020 にオンライン出演 

日時 7 月 17 日(金) 日本時間 19:15-19:30 

出演 メグルセカイ MEGURUSEKAI 

   めぐ留 Vo. 

   田ノ岡三郎 accordion 

   立花秀輝 A sax. 

   堀越彰 Dr. 

曲目 佐渡おけさ、スーパースター(カーペンターズカバー) 
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7 月 23 日(祝・木) 

Sonoligo オンライン番組 “クラシック OBSESSION”第６回 

URL https://www.sonoligo.com/OBSESSION 

 https://www.sonoligo.com/events/3564 

時刻 20:00 ～ 20:45 

料金 Sonoligoの Lite または Premium会員向けイベント 

出演 OBSESSION 三舩優子, 堀越 彰 

8 月 6 日(木) 

Sonoligo オンライン番組 “クラシック OBSESSION”第７回 

URL https://www.sonoligo.com/OBSESSION 

 https://www.sonoligo.com/events/3621 

時刻 20:00 ～ 20:45 

料金 Sonoligoの Lite または Premium会員向けイベント 

出演 OBSESSION 三舩優子, 堀越 彰 

8 月 20 日(木) 

Sonoligo オンライン番組 “クラシック OBSESSION”第８回 

URL https://www.sonoligo.com/OBSESSION 

 https://www.sonoligo.com/events/3675 

時刻 20:00 ～ 20:45 

料金 Sonoligoの Lite または Premium会員向けイベント 

出演 OBSESSION 三舩優子, 堀越 彰 

8 月 22 日(土) 

A.i.O Standards Face 

場所 Cafe Quad(カフェクォード) 大田区南蒲田 1-16-6 

 https://quad-schedule.jimdofree.com/ 

 https://www.facebook.com/cafequad/ 

時刻 14:00 ～ 14:30 

料金 ノーチャージ 

出演 Pf 平下政志, Dr 堀越彰, Bs 原田博之 

8 月 27 日(木) 

INSTINCT 無観客ライブオンライン配信 

時刻 20:00 ～ 

事前に料金支払い済の場合は、生配信をお見逃しでも 8 月 31 日まで録画配信をご覧戴くことが

できます。 

料金 2,000 円＋システム手数料 99 円 

受付:8 月 1 日(土) 10:00～ 

出演 堀越 彰(Drs,Per) 

 フィリップ エマール(Vo,Performance) 

 白土庸介(G) 

 フレデリック ヴィエノ(Pf,Key) 

 田中 真聡(Kinetic Artist) 

チケット TiGET https://tiget.net/events/93240 

演奏場所 南青山マンダラ  

8 月 30 日(日) 
21：00～ 
9 月 13 日 

仮想空間ライブ タケカワユキヒデ スペシャルセッション！ 

＜仮想空間 南青山 MANDALA ライブ タケカワユキヒデと一体誰が一緒に演奏してく れるん

だろう、愉快な音楽の仲間たち ＞ 

配信 ツイキャス(配信終了） 

配信日時 8 月 30 日(日)21：00～9 月 13 日(日) 

料金 3,500 円 https://twitcasting.tv/c:aoyamamandala/shopcart/21332 

出演 参加ミュージシャン 

 タケカワユキヒデ(Vo,Key) 

 LOTUS POSITION ＋ONE [堀越彰(Drs.) 小濵明人(尺八.) フレデリック ヴィエノ

(Pf.,Key.) ] 

 XNOX(クスノキス・楠均 / Drs.) 鬼怒夏樹(G.) 小峰公子(Cho./ZABADAK ) 吉良草

太郎(B.) 

 H&B スペシャルゴスペルシンガーズ [今角夏織 一司ゆか 長田雄大 ヨシザワコウ

タ Manatsu 小林優樹 ]  

 内田 ken太郎(B.) 西海孝(G.) ただすけ(Key.) yuhki(Fh.) 斎藤ネコ(Vn.) ハッチハッ

チェル(Vn.) バリ鬼寅 [鬼頭哲(Bs.)  宇田川寅蔵(Bs.)] 秋吉沙羅(篠笛) マービン(Sax.) 会田

桃子(Vn.) 桑山哲也(Key.)  
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9 月 2 日(水) 
21：00～ 

MEGURU SEKAI ワンマンライブ (YouTube 配信) 

配信日時 9 月 2 日(水)21：00～9 月 13 日(日)23:59 

配信 URL https://youtu.be/I-1ctY6vIGo(配信終了) 

出演 メグルセカイ 

 ［めぐ留(vo)＋田ノ岡三郎(acc)＋立花秀輝(sax)＋堀越彰(dr)］  

9 月 3 日(木) 

Sonoligo オンライン番組 “クラシック OBSESSION”第９回 

URL https://www.sonoligo.com/OBSESSION 

 https://www.sonoligo.com/events/3712 

時刻 20:00 ～ 20:45 

料金 Sonoligoの Lite または Premium会員向けイベント 

出演 OBSESSION 三舩優子, 堀越 彰 

9 月 13 日(日) 

かよことあきらの秋のシネマミュージックコンサート 

千葉城隣の歴史ある千葉県文化会館で秋の一日を音楽で楽しみませんか。 

映画音楽を中心に晴れやか華やかなステージをお届けいたします。 

コロナ対策として 100名定員の会場を 30名様限定とし換気徹底を心掛けます。 

お客様には検温・アルコール消毒・マスク着用のご協力をお願いいたします。 

場所 千葉県文化会館コルツァホール(大練習室) http://www.cbs.or.jp/chiba/ 

 千葉市中央区市場町 11-2(千葉都市モノレール県庁前駅より徒歩 7分) 

時刻 開場 14:15 開演 14:30 

料金 予約 3,000円 電話予約, 30名限定！ 

出演 本間樺代子(エレクトーン・ピアノ、編曲企画) 

 堀越 彰(ドラム＆パーカッション) 

ご予約 ミュージアムロフト tel 090-8346-4021 (本間) 

9 月 24 日(木) 

Sonoligo オンライン番組 “クラシック OBSESSION”第 10 回 

URL https://www.sonoligo.com/OBSESSION 

 https://www.sonoligo.com/events/3845 

時刻 20:00 ～ 21:00 

料金 Sonoligoの Lite または Premium会員向けイベント 

出演 OBSESSION 三舩優子, 堀越 彰 

9 月 27 日(日) 

LOTUS POSITION with 山下洋輔 

場所 渋谷 JZ Brat https://www.jzbrat.com/ 

渋谷区桜丘町 26-1 セルリアンタワー 東急ホテル 2F 

時刻 開場 15:00 開演 16:00 

料金 予約 5,000 円 / 当日 5,500 円 ※会場定員 50 名 

 muser 配信ライブ視聴チケット 3,000 円＋tax 

 ※チケット購入者にはアーカイブの視聴権が付きます。10/1 以降で MUSER 登録時

のアドレスにご案内が届きます 

出演 LOTUS POSITION 堀越 彰(Drums&Per) 小濱明人(尺八) 

 ゲスト 山下洋輔(Piano) 

お問合せ/ご予約 JZ Brat 03-5728-0168(受付時間は平日 15:00～21:00) 

  Office Play Ground play-ground@mx2.ttcn.ne.jp 

10 月 1 日(木) 

Sonoligo オンライン番組 “クラシック OBSESSION”第１１回 

URL https://www.sonoligo.com/OBSESSION 

 https://www.sonoligo.com/events/3907 

時刻 20:00 ～ 21:00 

料金 Sonoligoの Lite または Premium会員向けイベント 

出演 OBSESSION 三舩優子, 堀越 彰 
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10 月 3 日(土) 

三舩優子×堀越 彰 OBSESSION in 高槻 

場所 摂津響 Saal https://settsukyosaal.com/ (大阪府高槻市 原 104-95) 

時刻 開場 14:30 開演 15:00 

料金 要ご予約 4,000 円 (限定 30 席) 

出演 三舩優子 YUKO MIFUNE (piano) 

堀越 彰 AKIRA HORIKOSHI (drums) 

曲目 ドビュッシー：月の光 

 シューベルト：魔王 

 グァスタヴィーノ：サンフェの少女たち 

 ピアソラ:ナイトクラブ 1960(タンゴの歴史 第 3 楽章) 

 シベリウス：フィンランディア 他 

ご予約 摂津響 Saal 080-3031-4311 info@settsukyosaal.com 

 Office OBSESSION obsessionclassic@gmail.com 

10 月 16 日(金) 

Sonoligo オンライン番組 “クラシック OBSESSION”第１２回 

URL https://www.sonoligo.com/OBSESSION 

 https://www.sonoligo.com/events/3946 

時刻 20:00 ～ 21:00 

料金 Sonoligoの Lite または Premium会員向けイベント 

出演 OBSESSION 三舩優子, 堀越 彰 

10 月 30 日(金) 

三舩優子×堀越 彰 OBSESSION with 上野星矢 

極められた三つの魅力が ぶつかり 惹かれ合い 新たな境地へ 広がっていく 

場所 東京都文化会館小ホール https://www.t-bunka.jp/ 

 (東京都台東区上野公園 5-45) 

時刻 開場 18:00 開演 19:00 

料金 全席自由 5,000 円 

 大学生以下 3,000 円(取扱いは未来音楽企画のみ) 

出演 三舩優子 YUKO MIFUNE (piano) 

 堀越 彰 AKIRA HORIKOSHI (drums) 

 上野星矢(flute) https://www.mori-music.com/seiya/ 

曲目 ボロディン:歌劇「イーゴリ公」より ダッタン人の踊り 

 ドビュッシー:沈める寺 

 ラヴェル:ボレロ（with 上野星矢） 

 Claude Bolling:フルートとジャズピアノトリオのための組曲 第 1 番 より 

 他 

チケット 発売日 8 月 1 日(土) 10:00～ 

 イープラス https://eplus.jp/sf/detail/3300920001 

 カンフェティ https://www.confetti-web.com/detail.php?tid=58497 

 東京文化会館チケットサービス TEL 03-5685-0650 

主催 一般社団法人 未来音楽企画 

問い合わせ一般社団法人未来音楽企画 Tel：03-5946-9455（平日 10-18 時） 

 Mail：info@mirai-music.com 

11 月 5 日(木) 

Sonoligo オンライン番組 “クラシック OBSESSION”第１３回 

URL https://www.sonoligo.com/OBSESSION 

 https://www.sonoligo.com/events/4094 

時刻 20:00 ～ 21:00 

料金 Sonoligoの Premium会員向けイベント 

出演 OBSESSION 三舩優子, 堀越 彰 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://settsukyosaal.com/
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11 月 14 日(土) 

旧橋壮クィンテットライブ 

場所 ギャラリー南製作所 http://2222gmf.blogspot.com/ 

 (東京都大田区西糀谷 2-22-2) 

 (京急蒲田駅東口から徒歩 15 分,JR蒲田駅東口からバス仲糀谷下車徒歩 5 分) 

時刻 1stステージ 開場 14:45 開演 15:00(追加公演) 

 2ndステージ 開場 16:45 開演 17:00 

料金 2,500 円 1 ドリンク付, 要事前予約・当日支払 

出演 旧橋壮（tenorsax,flue） 

 富樫春生(keyboard) 

 日野了介(bass) 

 WINCHESTER NII TETE BOYE(perc) 

 堀越彰(drums) 

11 月 20 日(金) 

Sonoligo オンライン番組 “クラシック OBSESSION”第１４回 

URL https://www.sonoligo.com/OBSESSION 

 https://www.sonoligo.com/events/4150 

時刻 20:00 ～ 21:00 

料金 Sonoligoの Premium会員向けイベント 

出演 OBSESSION 三舩優子, 堀越 彰 

11 月 22 日(日) 

ボジョレヌーボーと音楽 

INSTINCT アコースティックライブ 

10/30 に府中にオープンしたフランス人オーナーシェフ ナディアのレストラン "ビストロジャズ・ナ

ディア"から贈る INSTINCT のアコースティックライブ。ワインと音楽の至福のひとときを…。 

場所 ビストロジャズ ナディア https://www.facebook.com/bistrojazzNADIA/ 

 (府中市宮町 1-34-2 サンスクエアビル 102) (京王線府中駅 徒歩 3 分) 

時刻 16:00〜 18:00〜 

料金 No charge 

出演 堀越 彰 Akira Horikoshi(Drums&Per) 

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

 白土庸介 Yosuke Shirato(Guitar) 

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

11 月 27 日(金) 

Tauzo's Blue Night 

場所 南青山 MANDALA http://www.mandala.gr.jp/aoyama/ 

時刻 Open 18:30 Start 19:30 

料金 4,000 円+1drink(一般入場・要予約) 

 配信チケット 3,000 円 

出演 Vo 陣内大蔵 Cho 三上 薫 Sax 宮崎隆睦 

 Pf 平下政志 Bs 原田博之 Drs 堀越 彰 

ご予約 MANDALA tel 03-5474-0411 

配信チケット TiGET https://tiget.net/events/104249 

公演ページ  https://mandala.gr.jp/aoyama/schedule/20201127/ 

12 月 4 日(金) 

Sonoligo オンライン番組 “クラシック OBSESSION”第１５回 

URL https://www.sonoligo.com/OBSESSION 

 https://www.sonoligo.com/events/4203 

時刻 20:00 ～ 21:00 

料金 Sonoligoの Premium会員向けイベント 

出演 OBSESSION 三舩優子, 堀越 彰 
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12 月 6 日(日) 

山下洋輔 2DAYS 

山下洋輔 SPECIAL SESSION 2 

場所 新宿ピットイン http://pit-inn.com/ (新宿区新宿 2-12-4 アコード新宿 B1) 

時刻 開場 19:00 開演 19:30 

料金 4,000 円＋税(1 ドリンク付) 

出演 山下洋輔(p)、吉野弘志(b)、堀越彰(ds)、川嶋哲郎(ts) 

配信 ピットイン ネット ジャズ（月額 1,000円＋税)にお申込みでセカンドステージのストリー

ミング配信をご覧戴くことができます。アーカイブの１カ月間視聴戴けます。 

12 月 20 日(日) 

神奈川フィルハーモニー管弦楽団県民ホール名曲シリーズ 

場所 神奈川県民ホール https://www.kanagawa-kenminhall.com/ 

 (神奈川県横浜市中区山下町 3-1) 

時刻 開場 14:20 開演 15:00 

 14:35 より OBSESSION によるプレコンサートあり 

   ヒナステラ/アルゼンチン舞曲集 Op.2 

   （年老いた牛飼いの踊り/優雅な少女の踊り/ガウチョの踊り） 

料金 S席 6,000 円 A 席 4,500 円 B席 3,000 円 

 ユース(25 歳以下)当日 1,000 円 

 シニア(70 歳以上)各席種 10％引き 

出演 指揮：原田慶太楼 

 管弦楽：神奈川フィルハーモニー管弦楽団 

 共演：OBSESSION（ピアノ：三舩優子×ドラム：堀越彰） 

演目 ガーシュウィン／パリのアメリカ人 

 デューク・エリントン／黒と茶とベージュ 

 ガーシュウィン／ラプソディ・イン・ブルー(共演:OBSESSION) 

 チャイコフスキー・エリントン編曲版／バレエ組曲「くるみ割り人形」Op.71a 

 (2 つの組曲を組み合わせた本公演オリジナルの組曲) 

 デューク・エリントン（大橋晃一編曲）／A 列車で行こう 

公演ページ https://www.kanaphil.or.jp/concert/1314/ 

12 月 25 日(金) 

Sonoligo オンライン番組 “クラシック OBSESSION”第１６回 

URL https://www.sonoligo.com/OBSESSION 

 https://www.sonoligo.com/events/4270 

時刻 20:00 ～ 21:00 

料金 Sonoligoの Premium会員向けイベント 

出演 OBSESSION 三舩優子, 堀越 彰 

12 月 29 日(火) 

INSTINCT  さよなら愛しのクラウン "Goodbye my dear Clown" 

場所 南青山マンダラ https://mandala.gr.jp/aoyama/ 

 (東京都港区南青山 3 丁目 2-2MRビル B1) 

時刻 開場 19:00 開演 19:30 配信有り 

料金 4,000 円(1drink 付) 配信 2,500 円 

出演 堀越 彰(Drs,Per) 

 フィリップ エマール(Vo,Performance) 

 白土庸介(G) 

 フレデリック ヴィエノ(Pf,Key) 

 with 田中 真聡(Kinetic Artist) 

 スペシャルゲスト 三舩優子(Pf) 

 

http://pit-inn.com/

