OBATALA★SEGUNDO 今堀恒雄 Another Works
オバタラ セグンド 8月9日(木)

中路英明(tb)
鈴木よしひさ(g)
伊藤志宏(p)
日本のラテン界が勢ぞろいだ、コモブチキイチロウ(b)
大儀見元(perc)
岡本健太(ds)
開場19:00開演19:30

前売3,500円当日4,000円Drink別途500円

9月17日(月.祝)
from Quebec

フレッド・フリスや大友良英とのアルバムで知られる
カナダはケベック出身のルネ・ルシエは、ギターのみならず
ハンス・ライヒェル発明のダクソフォンも奏でる。
そんなルネが、軽妙洒脱なすご腕ミュージシャンを集めたクインテットで初来日。
桜座には、ゲストに大熊ワタルと巻上公一も登場。

RENE LUSSIER (ギター、ダクソフォン)
LUZIO ALTOBELLI (アコーディオン)
JULIE HOULE (チューバ)
MARTON MADERSPACH (ドラム)
ROBBIE KUSTER (ドラム)
巻上公一(テルミン)
大熊ワタル(クラリネット)

今堀恒雄（G）吉野弘志(A.Bass)外山明(Ds)
中条日菜子(1st.Vn)酒井義人(2nd.Vn)
飯塚紗恵（Vla）上田周(VC)
開場17:30開演18:00
前売3,500円 当日4,000円ドリンク別途500円
学割￥1,000 oﬀ（受付で学生証提示）

山下洋輔NEWYORK TRIO

“YOSUKE YAMASHITA NEW YORK TRIO” 30th Anniversary Concert Tour

山下洋輔(piano)
Cecil McBee (bs)
Pheeroan akLaﬀ (ds)

10月20日(土)

開場18:30開演19:00
前売3,900円当日4,400円Drink別途500円

ADESSO Japan Tour 2018
7月28日(土)

ADESSO
ケン・カタヤマ ヴィクトル・ディアス
ホセ・アントニオ・モレノ
カルロス・ソラーノ）小泉たかし（ピアノ）
小倉浩二(Vo)

今、最高に熱い歌声が 魂を挑発する！！
スペインと日本の実力派テノール混合ユニット

2016 年
スペイン・マドリッド
迫力ある歌声と熱いハーモニーが満席の会場
中に響き渡りたくさんの称賛の拍手が贈られた
。ケン･カタヤマが歌う日本語の曲にもブラボー
の声が飛び交い会場は歓喜と熱狂に包まれた。
彼らが磨き続けてきたクラシックの確かな技術。
そして、その上にこそ存在する柔軟な感性 が創
出するドラマティックでモダンなクラシカル・クロ
スオーバーの世界
彼らを結び付けるもの?
それは、お互いの国の文化・伝統への憧れであ
り、尊敬であり、”心”。日本の繊細な感覚、精神性
にジャパネスク・クロスオーバーした世界はまさ
に未来へのメッセージ
ADESSO！

開場16:00開演16:30
前売4,500円当日5,000円 ドリンク別途500円

山下洋輔ニューヨーク・トリオは、1988年の結成以来一度もメンバー交代することなく、日本国内はもち
ろん世界各地で意欲的に演奏活動を続けてきました。ほぼ毎年秋に日本国内ツアーを行ない、全国各地に多
数の熱心なファンを獲得しています。メンバーのセシル・マクビー、フェローン・アクラフにとって、日本
は第二の故郷といっても過言でない特別な愛着を持つ地となっています。
6月には、結成30周年記念アルバム『30光年の浮遊〜30 LIGHT-YEARS FLOATING』をリリースします。
ヴィルトゥオーソたちの成し遂げた自由闊達・融通無碍な音世界にどうぞご期待下さい。結成30周年を記
念する山下洋輔ニューヨーク・トリオのコンサート開催です。

開場19:00開演19:30
前売6,000円当日6,500円Drink別途500円
広告注募集中

■イヴェント企画制作
■アーティスト紹介
■楽器 音響 照明レンタル＆オペレーション
■舞台制作
TATSUNOPLANNING inc.
■映像 ＣＤ 配信等 制作
tel 090-3147-4285
■LIVE HOUSE コンサルト
mil info@tatsunoplanning.co.jp

2018/7/〜
2018/7/

SAKURAZA SCHEDULE
http://www.sakuraza.jp/

話題のトップアーティスト続々出演中

ルネ・ルュシエ・クインテット

桜座 Labo Festa
8月25日(土)
「今堀恒雄Another Works Type2 “Bowing 4 Mixture”」
ギタリストで作曲家の今堀恒雄が委嘱作品として作った、アニメや演劇などの曲を
分かりやすく音楽ライブ用に編集し演奏することで、世界最先端を歩む
今堀恒雄ワールドに観客を誘導し、観客の心に響かせます。

出演希望の方はお気軽にご相談ください。

メ−ル、電話にて予約受付中 @24h

桜座

お問合せ 桜座事務局
〒400-0032 山梨県甲府市中央1-1-7
TEL090-6155-9628
http://www.sakuraza.jp/
mail: kofu@sakuraza.jp 桜座TV配信中！

SAKURAZA

9/24 世田谷TRIO
9/29 大人になれない大人のROCKʼN PARTY vol.2
10/3 永井ホトケ隆blues.the-butcher＋うつみようこ
10/11 加藤崇之 シューミー
10/12 つの犬
10/24 林栄一TRIO

7/26 いとうあゆみ☆ひびきあわせコンサート
8/3 桜座TV 予告やレポートetc.生中継
8/18 ガットウエーブ
9/15 ネーキッドブルースバンド
9/20 詩人live

7月~公演予定
桜座必見LIVE 2018
Peter Barakan 出前DJ 鈴木康博 SOLO LIVE 2018 桜座JAM SESSION 『ADESSO Japan Tour 2018 』しゅがサマTOUR2018
2005年甲府中心街活性の意味も含め、
以前文化の中心であった櫻座を75年の時を経て復活、
国内外のアーティストが続々と出演中！ ＝注目の創造表現スペース＝

7月21日(土)
ラジオDJ 音楽評論家
元エフエムインターウェーブ執行役員
イギリス出身 自らは肩書きを
「ブロードキャスター」

7月22日(日)

男70!! 燃ゆる心あるかぎり
鈴木康博(Vo G)
Singer-songwriter

古谷淳
（P）
龍野充(G)
JUNKO(Bs)
大山勲(Ds)

開場16:00開演17:00
前売5,000円当日5,500円Drink別途500円

開場19:00開演19:30
前売1,000円当日1,500円ドリンク代別500円

元オフコース

開場17:00開演17:30
前売3,000円当日3,500円別途ドリンク500円

7月27日(金)
8月31日(金)
観戦のみの方も大歓迎！様々な情報交換や交流、出会いの場
@CAFE

生きている音楽（フォーク） 大森隆志live 江戸写し絵

8月4日(土)

8月1日(水)「The Rambling Brothers」 8月2日(木) ■あたま山
良元優作(Vo.G)
語り嘉数雅彦
大森隆志(G.Vo)
鳥井さきこ(Vo.G)
■写し絵勧進帳
SHIME(Vo.G)
Singer-songwriter
尾崎博志(G)
説教節 政太夫
六川正彦(Bs.Vo)
■だるま夜話
上野義雄(D.Vo)
語り嘉数雅彦
午後の部14:30 夜の部18:30
開場18:30開演19:00
開場19:00開演20:00
前売3,500円当日4,000円Drink別途500円
前売3,000円当日3,500円別途ドリンク500円
前売2,500円当日3,000円Drink別途500円

7月28日(土)

~TIME is NOW!~

ケン・カタヤマ
ヴィクトル・ディアス
ホセ・アントニオ・モレノ
カルロス・ソラーノ
小泉たかし
（ピアノ）
小倉浩二(Vo)

7月29日(日)

Sugars

アクトあり

開場 13:00開演 13:30
前売3,500円当日4,000円別途DRINK 500円
開場16:00開演16:30
前売4,500円当日5,000円 ドリンク別途500円 小中学生1,000円割引高校生500円割引

國松竜次ギターリサイタル OBATALA★SEGUNDO
LIVE@桜座

8月5日(日)

國松竜次（ギタリスト）
京都府生まれ。
スペインに留学し、ルティエール芸術音楽学校で学ぶ。
ギターをフェルナンド・ロドリゲス、カルレス・トレパットに師事。
作曲をダビッド・パドロスに師事。バルセロナ国際ギターコンクール優勝。
開場14:30開演15:00
前売3,000円当日3,500円学生2,000円Drink別途500円

中路英明(tb) オバタラ
鈴木よしひさ(g)
伊藤志宏(p)
コモブチキイチロウ(b)
大儀見元(perc)
岡本健太(ds)

セグンド 8月9日(木)

開場19:00開演19:30
前売3,500円当日4,000円Drink別途500円

松下マサナオCHANMER JAZZ 今堀恒雄 Another Works 雨宮奈緒デビュー3周年ライブin桜座 須田宏美クインテット 山本無我×木幡東介
松下マサナオ(ds)
古谷淳(p)
岩見継吾(b)

@CAFE

8月10日(金)

開場18:00開演19:00
前売2500円当日3000円Drink別途500円

Duo Bleu

桜座 Labo Festa
今堀恒雄（G）吉野弘志(A.Bass)外山明(Ds)
中条日菜子(1st.Vn)酒井義人(2nd.Vn)
飯塚紗恵（Vla）上田周(VC)

8月25日(土)

村上”PONTA”秀一 ドラムス
服部龍生 6弦ベース
村上”PONTA”秀一と服部龍生の、
新たな時代への挑戦

川波幸恵BANDONEON
小林萌里PIANO

開場19:00開演19:30
前売 4,000円当日 4,500円Drink別途500円

開場15:00開演15:30
前売3,000円当日3,500円Drink別途500円

山下洋輔NEWYORK TRIO
開場19:00開演19:30
前売6,000円当日6,500円Drink別途500円

雨宮奈緒(Vo) 岩見和彦(Gu)
松本慎二(Ba) 太田 公一(key)
辻 伸介(Dr)

10月20日(土)

CD発売記念LIVE

9月1日(土)

須田宏美(vo)
佐藤浩一(p)
馬場孝喜(g)
安田幸司(b)
則武 諒(ds)

開場17:30開演18:00
前売3,500円 当日4,000円ドリンク別途500円 開場19:00開演19:30
前売4,000円当日4,500円別途ドリンク500円
学割￥1,000 oﬀ（受付で学生証提示）

村上”PONTA”秀一 川波幸恵×小林萌里
服部龍生
9月16日(日)
Autumu Duo Concert
9月5日(水)

川山下洋輔(piano)
Cecil McBee (bs)
Pheeroan akLaﬀ (ds)

8月27日(月)

@CAFE @CAFE

9月2日(日)

予約：go.say.no.5view@gmail.com

開場16:30開演17:00
前売1,800円当日2,300円Drink別途500円 メール予約特典あり

開場18:00開演18:30
前売3,500円当日4,000円Drink付

ルネ・ルュシエ・クインテット 鈴木亜紀×はせみきたLive in甲府 丸山圭子「レトロモダン誘い」
from Quebec

RENE LUSSIER (ギター、ダクソフォン)
LUZIO ALTOBELLI (アコーディオン)
JULIE HOULE (チューバ)
MARTON MADERSPACH (ドラム)
ROBBIE KUSTER (ドラム)
巻上公一(テルミン)
大熊ワタル(クラリネット)

9月17日(月.祝) 出演：鈴木亜紀（歌ピアノ）

9月22日(土)

はせみきた（和太鼓）
Singer-songwriter

★以下オプションをご用意！★
A,『ライブ前にブドウ狩り』
「早川園」にて出演者とブドウ狩り（14：00甲府駅集合、
ぶどう狩り後はライブまで自由行動）実費1000円程度
B,『打ち上げ親睦会＆ホテル』
ライブ後「桜座cafe」にて親睦会（打ち上げ） 会費3000円
ご希望の方はこちら迄
ライブのみのご参加ももちろん大歓迎

開場18:30開演19:00
前売3,900円当日4,400円Drink別途500円

開場18:00開演18:30
前売3,900円当日4,400円Drink別途500円

9月23日(日)

発売記念ライブin甲府桜座

丸山圭子(Vo.Ky)
笛吹利明(Acgt)
サトウレイ(B.Co)
開場17:00開演18:00
前売4,000円当日4,500円Drink別途500円

協力：甲府商工会議所

桜座TV配信中！

※レンタルスペースとしてご利用可！ ご連絡お待ちしております。

■お問い合わせ
桜座事務室
〒400-0032 山梨県甲府市中央1-1-7
（桜座）
TEL 055-233-2031
090-6155-9628 桜座
MAIL kofu@sakuraza.jp
メ−ルにて予約受付中

桜座

sakuraza

