Dolores La Agujeta公演 吉田美奈子 × 森俊之〜DUO 2018〜
5月30日(水)

フラメンコLIVE

開場19:00開演19:30
前売5,500円当日6,000円

Dolores La Agujeta
伊集院史朗 金子文乃
俵 英三 富岡丈明
前田ふゆみ 望月もなみ
手川映美

サーカス40周年ツアー-POP STEP 40-

6月2日(土)

Histoire et Futur "Piano Live Set"

1978年『Mr.サマータイム』、1979年『アメリカンフィーリング』が
大ヒット。男女二人ずつ、しかも3人姉弟＋従姉というユニーク
なヴォーカルグループとして、音楽界に颯爽とデビュー。その後メ
ンバーチェンジを経て現在のメンバーとなる。洗練されたそのハ
ーモニーは各方面より高い評価をもって迎えられ、レコード大賞
編曲 賞などを受賞。NHK紅白歌合戦など多くの音楽番組や多く
のCM等でそのハーモニーを披露。コーラスグループのパイオニ
アとし日本のミュージックシーンに新たな風を吹き 込んだ。また”
We love harmony!”を合言葉に全国各地でのコンサートツアー
を開催。万博など様々なビッグイベントにも出演し服部克久、前
田憲男らとの共演を機に多くのオーケストラ、
ミュージシャンとの
共演も果たす。一方、地元合唱団らとの共演も多く2011年5 月に
はニューヨークの「JAPAN DAY」から招聘され、セントラルパーク
でライブを行っている。

交流を持った細野晴臣や松本隆等の勧めで、楽曲制作を始める。
間もなくシンガー･ソング･ライターとして、ライヴ中心の音楽活動を開始。
1973年20歳の時、キャラメルママの全面的なサポートによるアルバム
「扉の冬」で本格的なデビューをする。
後、CM音楽制作(1985年・第33回「カンヌ国際広告映画祭」銀賞受賞)、
他の歌手へ詩や楽曲の提供(現在までに130曲を越える)、プロデュース、
アレンジを含む一人多重録音のバック･ボーカル歌唱でスタジオ･ワーク、
その他コンサート･サポートも行う。
吉田美奈子(Vo)
森俊之(Piano)
開場19:00開演19:30
前売6,000円当日6,500円Drink別途500円

日野皓正公演
7月20日(金)

開場16:30開演17:00
前売6,000円当日6,500円別途1Drink500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

9歳の頃からトランペットを学び始め、13歳の頃には米軍キャンプのダンス・バンドで活動を始
める。初リーダーアルバム『アローン・アローン・アンド・アローン』でマスコミから“ヒノテル・ブー
ム”と騒がれるほどの絶大な注目を集め、続くアルバムも大ヒットを連発。1975年N.Y.に渡って
居をかまえ、1989年には日本人として初めてジャズの名門レーベル“ブルーノート”契約した。
現在もジャズシーンを代表する国際的アーティストとして世界各国で精力的なライヴ活動を行
っている。2000年、ソニーミュ?ジックに14年ぶりに移籍。同年より大阪音楽大学教授、若手の
指導やチャリティー活動にも情熱を注ぐ。
日野皓正(tp) 加藤一平(gt)
石井彰(pf) 杉本智和(b)
石若駿(ds)
開場19:00開演19:30

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

話題のトップアーティスト続々出演中

サーカス

5月27日(日)

2018/5/〜
2018/5/

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

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

桜座必見LIVE 2018

Tomasz Dabrowski AD HOC with 南博

開場19:00開演19:30 前売3,500円 当日4,000円別途DRINK 500円

6/8
騒音 Sonic Orchestra 9000
6/22 小山彰太TRIO LIVE
6/27 Tomasz Dabrowski AD HOC with 南 博
6/30 桜座JAM SESSION
7/14『岩崎けんいち甲府桜座初単独公演』

5月~公演予定

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＝

桜座JAM SESSION TRIAL TRIP秋山一将 吉田美奈子×森俊之 Dolores La Agujeta公演 泉邦宏ひとりダブオーケストラ

@CAFE 5月25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

JAZZ LIVE

5月27日(日) 5月30日(水)

5月26日(土) -DUO 2018-

古谷淳
（P）
龍野充(G)
JUNKO(Bs)
橋本学(Ds)

山田丈造(Tp)
小牧良平(Bs)
井上功一(Ds)
秋山一将(G.Vo)

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

開場19:00開演19:30
前売3000円当日3500円別途Drink500円

完全即興の夕べ

フラメンコLIVE

@CAFE

吉田美奈子(Vo)
森俊之(Org)
開場16:30開演17:00
前売6,000円当日6,500円別途Drink500円

@CAFE

5月31日(木)

泉邦宏
(Sax Ds G Vo
尺八etc.)

Dolores La Agujeta
伊集院史朗 金子文乃
俵 英三 富岡丈明
前田ふゆみ 望月もなみ
手川映美

開場19:00開演19:30
前売5,500円当日6,000円

開場19:00開演19:30
予約2000円当日2500円別途ドリンク500円

サーカス 柏木広樹＆光田健一 永井龍雲 還暦LIVE Asukalle and the108ers さこ大介BAND LIVE
6月2日(土)

柏木広樹(Cle)
光田健一(P)
サーカス40周年ツアー-POP STEP 40Histoire et Futur "Piano Live Set"
開場16:30開演17:00
前売6,000円当日6,500円別途1Drink500円

6月3日(日)

Duo Live Tour 2018 “二人旅”
開場14:30開演15:00
前売5,000円当日5,500円別途1Drink500円
全席自由・整理番号順入場・3歳児未満入場不可

LIVE@桜座

1989年9月にリリース五木ひろし「暖簾」の
作詞作曲を担当。味わい深い詞と新鮮な
メロディーが大好評となり、
「第22回日本
作詞大賞」の優秀作品賞を受賞。この後、
作家として多くのアーティストに作品を提
供している。

Singer-songwriter
開場15:30開演16:00 6月9日(土)
前売5,000円当日5,500円自由席整理番号順入場

6月10日(日)

2011年バークリー音楽大学へ入学。大学在学中は
ミュージカルの舞台を中心に経験を積む。
主な出演舞台はシェイクスピア「真夏の夜の夢」
ブロードウェイ作品「Cabaret」等。2016年5月に帰国し、
2本のミュージカルに出演した後にオリジナル曲の制作を開始

開場16:30開演17:00
前売2500円当日3000円別途1Drink500円

6月15日(金)
さこ大介(Vo)内田裕之(Pi)
Singer-songwriter
花見常至(Dr)斉藤暁(Tp)
大江真有美(Cho)美香(Cho)
岳人(Gui)きんや(Ba)
中村作(G.Vo元イエロー)
開場18:30開演19:30
前売2500円当日3000円別途1Drink500円

Tammy Soulful Live vol.2 細坪基佳 LIVE2018 SoulMates カズボン道場Vo.93 山本晴美弾語り
@CAFE

6月17日(日)

6月16日(土)

寺島伸明 g黄淳一 g.cho
石原敬三 b加藤圭二 key
古屋テツ dr
VoVoVoVo
開場18:00開演19:00
前売2500円当日3000円Drink別途500円

〜Old Time Good Time〜

開場14:00開演14:30
前売5,500円 整理番号順入場制

仲井戸麗市
梅津和時
早川岳晴

6月20日(水)

開場18:30 開演19:00
前売6,500円
（税込）
別途Drink500円整理番号順入場制

6月23日(土)

岩見和彦とTOKYOディープピーポー

@CAFE
6月24日(日)
1945年を伝える歌語り
広島〜すずめ〜 表現者・歌語りシンガ
ソングライター
「命と平和」
をテーマに
「戦争」
をモチーフとし
「愛」
を見つめ、
たスタディーコンサート

開場14:00開演14:30
開場17:30開演18:30
前売2,800円当日3,300円高校性1,500円Drink別途500円 大人2,000円大学生1,000円中高生500円小学生100円別途drink500円

渡辺隆雄 早川岳晴DUO 日野皓正公演 Peter Barakan 出前DJ 鈴木康博LIVE ADESSO Japan Tour 2018
7月20日(金)

7月4日(水)

渡辺隆雄(Tp)
早川岳晴(Bass)

日野皓正(tp) 加藤一平(gt)
石井彰(pf) 杉本智和(b)
『Hums for Midnight amble』リリースツアーvol.1 石若駿(ds)
開場19:00開演19:30
前売3,000円当日3,500円別途ドリンク500円

開場19:00開演19:30
前売7,000円当日7,500円Drink別途500円

Sugars Tour2018

7月29日(日)

ウタウタイ集団SugarS(シュガーズ)
「伝えなきゃ意味が無い、
伝わらなきゃ意味が無い。」
をコンセプトに、
年間200本以上のステージを敢行している歌
うたいアカペラグループ。

開場 13:00開演 13:30
前売3,500当日4,000
1DRINK別途500円 小中学生…1,000円割引 高校生…500円割引

7月21日(土)

ご協力願い
選曲のテーマは、来場者の生まれた年(西暦)を
ヒントに選曲します。

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

小田和正らとオフコース結成
燃ゆる心あるかぎり

7月22日(日) 7月28日(土)

開場16:30開演17:00
前売5,000円当日5,500円Drink別途500円

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
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

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

