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様々なハーモニカを使いこなす女性ハーモニカトリオ。
イタリア料理
のスープ・ミネストローネの様に、栄養満点の演奏をお届けできます
ようにと命名。
メンバーそれぞれが異なるハーモニカを担当し、歌謡
曲から童謡、唱歌、
モーツァルトのトルコ行進曲まで。
『これぞハーモ
ニカ』
をご堪能ください。
♦東和美 複音と特殊なハーモニカビネタ
を担当。日本ハーモニカ芸術協
会師範。♦高橋早都子 複音
ハーモニカソロ部門史上最年少
で優勝。
日本ハーモニカ芸術協
会師範。
♦伊藤かな 全音楽譜
出 版 社『 明 日 の ヒ ットメ ロ
ディー』毎号ハーモニカ編曲担
当。

中村恵介 HUMADOPE ／ jazz combo

Park Raon(o:neul) ／ Jazz combo

中村恵介(Trumpet) 1977年生まれ。神奈川県横浜市出身。99年第30回山野
BIGBANDJAZZCONTESTで優勝。2001年吉祥寺JAZZCONTESTグランプリ、
2001年浅草JAZZCONTEST金賞をそれぞれ受賞。日本を代表する様々なミュージ
シャンと共演し、特に鈴木勲、日野皓正、両氏との
出会いによって、日本人にしか出来ないジャズのスタ
イルに確信を持ち、2014年デビュー・アルバム
「HUMADOPE」をリリース。2015年５月、上海で
行われたJZ SPRING FESTIVALに自己のバンドで
出演。2019年、セカンドアルバム「HUMADOPE
2」をリリース。現在、自身のバンド「Humadope」や、
「Trumpet Ohenro」など 様々なバンドで活躍中。
Member ／中村恵介(tp) 、吉本章紘(ts)、石田
衛(p)、金森もとい(b)、竹村一哲(ds)

韓国のみならず日本でも活躍の幅を拡げているPark Raon(vo)
を中心に、An Gangho(gt)とSong Miho(b)が、温かい空気感
のある音楽を聴かせるジャズトリオ。彼らは、Acoustic
Soundをベースに、複雑なテクニックより、メンバー同士の呼
吸とinteractionを大事にし、まるで美しい風景の上に繊細な
線を描くような演奏を聴かせ
てくれる。昨年4月に待望の
1stアルバム『Star』をリ
リース 。

小畑亮吾／ other

PHONO TONES ／ jazz combo

jaja ／ jazz combo

音楽家/作曲家/ヴァイオリニスト。
ヴァイオリン一梃弾き語り。リアルタイ
ムサンプリングを用いたプレイを得意とするストリングストロニカ音楽家。
映像や絵画、舞台、植物といった様々な分野とのコラボやインプロビゼー
ションなど全環境型パフォーマンスを行う。最近ではTV番組BGM提供
なども。2015年初のソロ作【music is waiting to be discovered by
you】を、2018年【冒険音楽】と
【home sessions】を同 時リリー
ス。文 学×絵 画×音 楽×ハ ー ブ
ティーで空間演出や創作をする
〈BOOK CAFE「にて」
〉
、変 則 ス
リーピース大合唱バンド〈グーミ〉
、
オルタナティブアコースティックデュ
オ〈Dawn-People〉のメンバー。

ペダルスティール率いるインストバンド。2012年、伊地知潔(Dr./ASIAN
KUNG-FU GENERATION)、猪股ヨウスケ(Bass/Dr.DOWNER)、飯塚
純(Key/UNDER LIFE)、宮下広輔(Pedal Steel)で活動をスタート、イン
ストゥルメンタルの枠に留まらないキャッチーな楽曲と、ペダルスチールの
美しい響き、そして時にパワフルで口ずさめる旋律でインストゥルメンタル界
に新しい風を吹き起こす4ピース。
2012年「PHONO TONES has
come!」でデビューを飾って以降、
大型フェスにも多数参戦しインスト
バンドの枠に留まらないキャッチー
なメロディーと、ジャムバンド的ダイ
ナミズムを融合させたサウンドで、
全国の音楽好き達を唸らせている。

jizue ／ jazz combo

鈴木楽器製作所 PREZENTS ケンハモ×jazz ／ keyboard harmonica

2006年、井上典政、山田剛、粉川心を中心に結成、翌年より片木希依
が加入。これまで6枚のフルアルバムを発表し、そのどれもがロングセラー
を記録。
ロックや、
ハードコアに影響を受けた魂を揺さぶるような力強さ、
ジャ
ズの持つスウィング感、叙情的な旋律が絶妙なバランスで混ざり合ったサ
ウンドで、地元京都を中心に人気を高め、
『FUJI ROCK FESTIVAL』
、
『GREENROOM FESTIVAL』
、
『朝
霧JAM』といった大型フェスにも出
演。国内に留まらず、カナダ、インド
ネシア、中国、台湾など、海外にも
進出し、その圧倒的な演奏力で高
い評価を得ている。2017年10月、
ミニアルバム『grassroots』でビク
ターよりメジャー・デビュー。

ケンハモ二スタMAHO

Granada

ケンハーモション 得田サトシ

音楽と貴方の距離を近付ける、恋心とケンハモ。哀愁と浪漫は、
今宵貴方のお耳の恋人に。
Member ／イシタニタイジュ（ケンハモ）、田中晃二（Pf）
、
アベナギサ（Bs）、柳元武司（pandeiro）

グラナーダ（ガーネット）は、ブラジルのショーロを愛するふ
たり、鵜澤桜と中沼浩によるデュオ。ショーロの代表的音楽家
Pixinguinha やJacob do Bandolim の約100 年前の有名曲か
ら、最新中沼オリジナルまで、シンプルにその魅力を伝えます。
Member ／鵜澤桜（ケンハモ）
、中沼浩（7gt）

変貌自在な演奏、多彩な音色で happinessをお届けします。7
月に 2nd アルバムをリリース。「ケンハモ LOVE SONG」。ケン
ハモ × 懐かしい想い出の曲をお届けします。
Member ／祝谷真帆 ケンハモのお姉さん

～創造の息吹を奏でる小さな鍵盤の物語～ “ 懐かしさ× 斬新さ
× お洒落 ”ハイブリットな音楽です！
Member ／得田サトシ（ケンハモ）、吉本ヒロ（per）、
入船ユウジ（Ba）

河村留理子スペシャルバンド／ jazz combo

HIBI★Chazz-K ／ jazz combo

さかもと未明 with 遠藤征志／ jazz vocal

♦河村留理子（Vo）卒業後、１年半のアイルランド留学と20カ国以
上のヨーロッパ訪歴を通じ、世界的な音楽・文化感覚を磨く。帰国後、
アルバムをリリース、フェスやジャズバーで活動。ジャズバーのオー
ナーでありシンガー。
♦田ノ岡三郎
（Acod）
東京を拠点に、
幅広いジャ
ンルのステージ&レコーディングで日々熱演する「旅するアコーディ
オニスト」
。直近はNHK朝ドラ「なつぞら」への出演など多方面で活
躍。
♦平 岡 遊 一 郎（Gt）
ジャズ、ブラジル音楽な
どを中心にギタリスト、ア
レンジャー、サウンドプロ
デューサーとして活動。
♦
はせやん（Gt） 2019年
も正体不明のギタリスト。

心が躍り出す真昼に似合うハッピー・ジャズを！ JAZZを音楽の架け橋にし
たい！ こちらから音楽を届けたい！ をコンセプトに掲げ、2004年5月に誕
生した「ストリート・ジャズ・サックス・アンサンブル」
。東京都ヘブンアーティ
ストとして日本だけでなく、アメリカ、フランス、中国、韓国等、世界のストリー
トフェスティバルで活動。2014年、ポニーキャニオンよりメジャーデビュー。
「HAPPY SAX HIT EXPRESS?」
が第56回日本レコード大賞[企画
賞]を受 賞！ 2018年12月ポニー
キ ャ ニ オ ン よ りCD「VIVA！
SPORTS！
！」発 売！ Member ／
ひび則彦（S.Sax & Arr）
、染谷真
衣（A.Sax）
、筒 井 洋 一（T.Sax）
、
小仲井紀彦
（B.Sax）
、
竹下宗男
（Dr）

画家、漫画家、歌手、作家、写真家。溢れ出る才能を、シャンソン、
ジャズの世界で開花。バチカン市国で美声を披露。遠藤征志と
ともに、ライブ活動中。Member ／さかもと未明、遠藤征志

みほりょうすけ／ pops

大橋美加／ jazz combo
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BLU-SWING ／ jazz combo

SANOVA ／ jazz combo
堀江沙知のピアノインストプロジェクト。
和製ネオJAZZをテーマに、
全曲ピア
ノの堀江が作曲。
郷愁あるメロディーとJAZZプログレッシブを融合したサ
ウンドが特徴。
2017年のプロジェクト結成と同時に1st Album
『Cloud9』
を
リリースし、
iTunesのJAZZ・Albumチャートにおいて２ヶ月連続１位、
Song
チャートでは1、
2、
3位を独占。
2018年ITAMI GREENJAMのオーディショ
ンコンテストにて350組の中からグ
ランプリアーティストに選ばれる。
同
年、
Sunse tLiv e2018に出場。
2019年6月1日に過去最大規模・チ
ケット代フリーワンマンLIVEを彩の
国さいたま芸術劇場で成功させる。
現在はドラム、
ベースを迎え、
ピアノ・
トリオ編成を軸に活動中。

東京鮮烈 sess!on ／ other

奥本めぐみ Flamenco-Jazz-Funk TRIO ／ other

Numaco Trio ／ piano trio

EIKO＋川村裕司／ jazz vocal

本場 NYから帰国したタップダンサー丹精を筆頭に、フラメンコを
中心に、舞台や著名アーティストのツアー参加などで活躍中のパー
カッション橋本容昌（ようすけ）
。CMからドラマまで数々のレコー
ディングやライブをこなすガットギター大里健伍 。著名アイドルか
らジャズアーティスト、そして自身のユニットも率いる、ジャズギター
稲岡吾郎によるユニット。百戦
錬磨の4 人が織りなす唯一無二
のサウンドが話題を呼び、全国
でライブ活動を展開。鮮烈な鼓
動、躍動、感動をテーマに、日々
新たなステージをつくりあげて
い る。2019 年 春 1st album
"Brothers' vibe" リリース。

【フラメンコとジャズとポップスと。】フラメンコとジャズとファン
クの美味しい関係。フラメンコギター、ジャズファンク、日本語オ
リジナルをそれぞれやってきた3人が東京で出会い、縦横無尽に
行き交うトリオが生まれました。フラメ
ンコアレンジを施したJazzやファンク
系スタンダード曲やオリジナル、スペイ
ン語POPSになんと本格的フラメンコ
カンテまで。聴いた翌日からふらりと
旅したくなる音をお召し上がりくださ
い。Member／奥本めぐみ（Vo、P）、
柴田亮太郎（フラメンコギター）、堀内
正隆（Ba）

沼部ヒロ子のオリジナル曲を主に演奏するピアノトリオ。遊び
心のある演奏と、季節や動物など身近なものを題材にした楽曲
が好評。2019 年 1 月、1st アルバム「Numaco Trio」発売！

♦EIKO（Vo, Pf）
マーサ三宅ヴォーカルハウス講師。2005年度日本ジャズヴォー
カル賞[優秀歌唱賞]受賞。すみだトリフォニーホールのOpen記念に新日本フィ
ルと２度共演。T.V番組『わが心のうた』レギュラー出演。三木たかし氏作曲｢
陽のあたる窓｣を初めオリジナル4曲のカラオケ配信やYouTube配信の大震災
復興曲｢美しい日本に戻そう･JapanWillStandTall｣他数々のレコーディングに参
加。地元Live錦糸町アーリーバード
( 5 6 0 8 )10 8 3 亀 戸 Tw i n k l e
(5609)3125 ♦川 村 裕 司（Sax,
Flute）
「宮間利之とニューハードオー
ケストラ」のコンサートマスターを務め
る。
「角田 健 一 BIG BAND」及び自
己のグループ「パルパ」
、その他コンボ
など、幅広い演奏活動を展開中。

JABBERLOOP ／ jazz combo

吉永綾子 with かりんとう／ jazz combo

The Jim Butler Group ／ jazz combo

Sax、Trumpet、Keyboard、Bass、の４名で構成されたインストバンド。オリ
ジナリティ溢れる音楽性を持ち、海外、野外フェス、ジャズクラブなど幅広い範
囲でライブ活動を行っている。滋賀県にてMother Lake Jazz Festivalを企
画、運営。2007年『and infinite jazz...』で日本コロムビアよりメジャーデ
ビュー。2012年 自身の主宰するレーベ
ルINFINITE RECORDS始動。デビュー
5周年記念盤となる4thアルバム『5』リ
リース。初のジャズクラブのみのライブツ
アー『JAZZ目線』を開催し好評を博す。
2018年アルバム『JAZZ目線２』をリリー
ス。Member ／ DAISUKE（Sa）、
T R U M P E T : M A K O T O（ Tp ）、
MELTEN（Key）
、YUKI（Ba）

♦吉永綾子 奥行きのある優しく深い歌声を持つ評価されている
ヴォーカリスト2015年よりR&B,Soul,Jazzを中心としたソロでの
ライブ活動を開始し、
アーティスト個人や専門学校の学生へ向けた
ヴォーカルおよびパフォーマンス指導も行う。
♦かりんとう ムー
チョ(gt)、
イワチャン(gt)の二人によるギターインストデュオ。様々な
音楽経験を経て2009年3月、
よ
りPOPで聴きやすいJAZZを創
造したいという想いのもとに結
成。
キャッチーなメロディーとド
キッとするようなアレンジのオリ
ジナル曲を基調に、様々なジャン
ルのカバー曲まで幅広く演奏活
動している。

Member ／ Jim Butler,（Sa）、Jeff Curry（Ba）、Dennis
Lambert（P）、Blacky Kuroda,（Dr）

Ricky with FSP ／ jazz combo

高免信喜トリオ／ jazz combo

ザ・ショッキング 5／entertainment jazz

SaxのRickyを中心に2014年から活動を開始したエンターテイメントグルー
プ。サックス奏者が手がけるステージにありながら、歌あり、ダンスありと形式
に拘らず見に来た誰もが最後まで楽しめる１つのショーに。2017年にはフルア
ルバム「Another Chance」を発売。ますます勢いにのったグループの、
Disco,Acid Jazz, Smooth Jazzの要素を取り込んだ楽曲をメインに、最大
で10人により繰り広げられる華やか
ステージを見て感じて踊って楽しんで
下さい。Member ／ Ricky (Sax) 、
増倉ヨシマサ (Vo/Cho) 、若島史佳
(Vo/Cho）
、イ ク ミ(Dance) 、Yuri
Nakajima (Dance) 、田 中 綾 美
(Pf) 、金沢法皇 (Key) 、大里健伍
(G)、石綿亮 (B)、岡山たくと (Dr)

♦高免信喜 ジャズギタリスト／コンポーザー 2004年に活動の拠点を
ニューヨークに移す。これまでに7枚のリーダーアルバムを発表し、世界各
国のメディアから高い評価を得る。
♦棚橋俊幸 ベーシスト バークリー
音楽大学在学中より東海岸を中心に活動。ゲイリー・バートン、マイケル・
ブレッカーをはじめ、多くの著名ミュージシャンと共演。
♦會川直樹 ドラ
マー バークリー音楽大学
卒業、活動の拠点を日本に
移す。ベーシスト細谷紀彰
のTrio、Water colorsや
Fontana Folleな ど の レ
コーディング、ライブに参加
するほか、草月流生花とドラ
ムの即興ライブを行う。

ジャズをおもちゃにふざけ合う、わがままな大人よるバンド。
飽きのこないステージをモットーに、ジャズがポピュラー音楽
だった頃のジャズを目指してつかみ合うこと 20 年。いい加減、
だれか気付いてください！

Deni Hines ／ jazz combo

ADAM at ／ jazz combo
2011年12月キーボーディスト、ADAM atを中心に静岡県浜松市の
ライヴハウスでインストゥルメンタル・セッション・バンドとして活動開始。
2015年1月ビクターエンタテインメントよりメジャー・デビュー。同年
「六三四」が2015年より5年連続でNHKプロ野球放送のテーマ曲と
して採用される。
2018年4thアルバムリリース、
タワーレコード年間ジャ
ズ・セールス・チャートにて日本
人アーティストとして2年連続1
位に。数多くの国内外のフェスに
も出演する他、テレビ、ラジオの
CM音楽やテーマ曲を多数手掛
ける。愛知アットFM「ジャミット」
、
静 岡SBSラジ オ「ADAM atの
詞がないラジオ」レギュラー。

イシタニタイジュ Quartette

サウンドクリエーター、ボーカリスト、プレイヤーを含む5人組のバン
ドである。2008年アルバム「Revision」でメジャーデビュー、クラブ
チャート1位、Jポップチャート3位を記録。国内外問わずライブアル
バム、プロデュースワーク等、複数の作品をリリース。インドネシアや
ベトナムをはじめ、アジアでのジャパンフェスティバルへの出演やロン
ドン・ロイヤル・オペラハウスのコ
ンサートマスター “ヴァスコ・ヴァッ
シレフ”のバックバンドを務めるな
ど、国際的な活動でも知られてい
る。デビュー 10周年を迎え新曲
2曲を含めこれまでの軌跡をた
どったベスト盤「BLU-SWING
BEST」を2019年5月リリース。

オ ーストラリア のR&B/ ソウ ル・シ ン ガ ー。1996年 にリリース さ れ た
『Imagination』収録のスムース・トラックのダンス・チューン“Joy”は、バージニア・
スリム( 煙草) のTVCM 曲として使用、代表曲“I Like The Way”はアナログ全
盛だった当時のクラブで大ヒット、'90s R&B ク
ラシックスとして今なお聴き継がれる名曲!! また
'97年 リリ ー ス の“Dream Your Dream”は、
NHK ドラマ『木綿のハンカチ~ライトウインズ物
語』の主題歌になるなど、ここ日本でも世代を超
え て 愛 さ れ た!! Member ／ Deni Hines
(Vo)、Ricky (Sax)、増倉ヨシマサ (Cho)、若島
史 佳 (Cho）、イクミ(Dance)、Yuri Nakajima
(Dance)、田中綾美 (Pf)、金沢法皇 (Key)、大
里健伍 (G)、石綿亮 (B)、岡山たくと (Dr)

【2004年ホリプロからデビュー、オリジナル中心のジャパニーズジャズ
バンド】HMVのJAZZ部門・ネット予約1位・発売2週間セールス1
位を獲得。2005年マレーシア・インドネシア等アジア各地にてCDデ
ビュー。
韓国チャラ島ジャズフェスティバル出演マレーシア
「ペナン島ジャ
ズフェスティバル」参加。2006年WHDエンターテイメント&ビクター
よりメジャーデビュー。同年2nd
アルバム発売、アドリブアワード
国内ニュースター賞を受賞。タイ
ジャズフェスティバル出演2007
年アドリブアワード国内ベスト・
ジャズ・フュージョン賞を受賞。
Member ／秋山幸男、市村浩、
西沢譲、高島基博、山下ゆりの

【日本全国で毎年100本以上のライブをこなすシンガー・ソングライター】
1980年新潟市生まれ。
1999年から活動拠点を東京に移し、
2003年より
全国ツアーを始める。
2003年ミニアルバム
「hometown」
を発表。
2006
年10月、
第7回青梅シンガーソングライターコンテストに出場、
最優秀賞を
受賞。
2013年8月4日長崎稲佐山野外音楽堂
「さだまさし長崎から東北
へ」
にゲスト出演。
2016年3ndアル
バム
「Piece of」
を発表。
2019年栃
木テレビ主催「わいわいBOX」
とち
ぎアコースティックLIVE「楽曲賞」
受賞。
日本全国で年間約100本の
ステージに立ち、
笑いと感動の融合
するエネルギー溢れるステージは
各方面で高い評価を得ている。

短大在学中より東京大学ジャズ研究部に所属。1986 年 日本ジャ
ズ･ヴォ ー カ ル 賞 新 人 賞 を 受 賞。2016 年 JAZZ JAPAN 誌
JAZZ JAPAN AWARD 特別賞受賞 ☆2018 年 Jazz Worl 誌日
本ジャズボーカル賞大賞授賞。Live コ
ンサート活動の傍ら 大橋家のルーツで
ある東京下町を中心に後進指導を展
開。横浜ジャスプロムナード、阿佐ヶ
谷ジャズストリート等出演。TOKYO
FM『ミュージックバード 美加の Nice
N Easy タイム』レギュラー。著作に「私
の偏愛シネマ・ガイド」（1996 年 7月
日 本 テ レ ビ 出 版 より）、「父・巨 泉」
（2017 年 6月 双葉社より）等がある。

SUMIDA STREET JAZZ FESTIVAL

ミネストローネ／ harmonica

全国の保育園、小学校、施設で音楽体験イベントを開催してい
る、河原井みつる（ドラム /MC）が、柳生俊彦（ギター）森
田真（ベース）と Trio を結成。親子で歌える曲の演奏、わかり
やすい楽器の紹介や、実際に楽器が演奏できるバンド体験※な
ど、みんなで楽しめる、音楽お子様ランチを開催予定。（※バ
ンド体験者は抽選にな
り ま す。予 め ご 了 承 く
だ さ い。）Member ／
河 原 井 み つ る（Dr、
ミ ュ ー ジ ッ ク・フ ァ シ
リテーター）、柳生俊彦
（Gu）、森田 真（Ba）
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河原井みつる Trio ／ other

SUMIDA STREET JAZZ FESTIVAL

SUMIDA STREET JAZZ FESTIVAL
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