16 SAT - 24 SUN

街のジャズクラブ

会場 浜松市内のジャズクラブなど（各会場は P4 をご参照ください）

ジャズの醍醐味は生演奏にあり！ハママツ・ジャズ・ウィーク開催期間中の連日、
市内のジャズクラブ等では白熱した演奏が繰り広げられます。
「音楽のまち 浜松」がジャズであふれ返り、ライブ漬けになれる幸せな9日間。
※詳細につきましては各店舗へお問い合わせください。

有機コネクション
～ 時空超越のクロス
ジェネレーション・ジャズ～

JAZZ SPOT analog.
Start：20:00
料金：3,000円 予約可

UNDERGROUND
Saxophone Quartet
イオンモール浜松市野

（1F シンフォニーコート）
Start：①13:00 ②15:00
料金：無料

アナザー・ストーリー
食と酒と音を結ぶ和 和音
Start：19:00
料金：6,000円 要予約

聖子＆ボーカル
珈楽庵

Start：18:30
料金：1,500円

ファッツアップ
再び
SUP

Start：19:00
料金：2,500円 要予約

Mizuki Yoshimi
PROJECT Vol.5
Jazz in “B♭”

Start：19:00
料金：2,000円 要予約

松原弘明（Pf）、藤原雄基（Dr）、
依田隆（Sax,Vo）、杉山慧（G）、
田邑元一（B）
ハママツ・ジャズ・ウィーク初日、有機
コネクション見参！個々で常に進化し、
バンドとして融合し、公演毎に驚異の
パワーアップ、それが有機コネクショ
ン。そのパワーあふれる音のシャワー
を浴びれば、幸せ・免疫力も MAXに！
小野澤直行（Ss、As）、水野恭伸（As）、
カゲヤマヨシノブ（Ts）、堀孔明（Bs）
サックス4 本だけでジャズを表現
するユニット。
スタンダードから
ラテンまで幅広いレパートリー
で、
縦横無尽のソロと緻密なアン
サンブルをお楽しみください。

鈴木雅仁(Tp）、近藤洋一（G）、
大島沙也（B）
ストレートアヘッドなジャズを
基本にしつつ、
リズムやサウンド
に色合いを加えてお届けします。
美味しいお料理とお酒を、
大人の
雰囲気で演出します。
時に熱く、
時にクールに、
そして歌心満点の
バラードも・・・
Nami(Vo)、
Jecica(Vo)、
神無月メイ(Vo)、
大軒聖子(Pf)、
中西久雄(B)、
原田実(Dr)
ジャズボーカルの伴奏に定評がある、
Piano大軒聖子、
Bass中西久雄、
Drums
原田実が魅力的なシンガーと共演。
親
しみやすいスタンダードジャズから
ボサノバ、
シャンソンまで変化に富ん
だステージをお届けいたします。
安間博一（As)、児玉
恵一（Tp)、高須亮佑
（Pf)、松井宏祐（B)
ここSUP でしか聴け
ないイケメン４人の
ユニット！過去２回
大 好 評 のWhat'SUP
が今年復活します。
森山瑞樹
（As）
、
渡邊良水
（Vo, As）
、
小関信也
（Pf）
、
西脇良則
（B）
M瑞樹 Y良水 PROJECT Vol.5は、浜松ジャズ
ウィークでの開催です。フロントのサックス
とヴオーカル、時にはサックスニ菅で何を表
現出来るか考えながら作り上げる "MY私の
“ライブ。毎回、
お客様の飛び入り演奏もある、
特別なライブを、ぜひお楽しみに。

bluesette 6
& メイ（Vo）

JAZZ SPOT analog.
Start：19:00
料金：2,000円 予約可

Inner Urge
イオンモール浜松市野

（1F シンフォニーコート）
Start：①13:00 ②15:00
料金：無料

トライポイントケイ
珈楽庵

Start：18:30
料金：1,500円

InstanceⅡ

ZOOT HORN ROLLO

Start：15:30
料金：前売2,000円(+1ドリンク)
当日2,300円(+1ドリンク)
		
予約可

マイルス・ディヴィス特集日

セットアップリスト予定
（一部）
『My Funny Valentine』
『Kind of Blue』
『WALKIN’』
『Birth Of The Cool』
『Sketches Of Spain』
『Cookin'』など

トゥルネラパージュ

Start：19:30 料金：無料（飲食別途）

Jazz Workshop
"B♭" Session Vol.210
Jazz in “B♭”

Start：13:00
料金：1,000円 要予約

武田隆子
クインテット
Jazz in “B♭”

Start：19:30
料金：2,000円 要予約
ヤマハ音楽教室

サックス＆エレクトーン
デュオ・ライブ

10/20 WED

10/18 MON

10/17 SUN

10/16 SAT

伊藤宏武
（Sax）
、
酒井駿
（Tp）
、
平野健次
（Tb）
、
林耕平
（Pf）
、
西脇良典
（B）
、
原田実
（Dr）
、
神無月メイ
（Vo）
BLUE NOTES で活躍する3 人のホー
ン奏者の美しいアンサンブルと華麗
なソロ、
そして歌唱力抜群のシンガー・
メイのご機嫌にスイングするスタン
ダードナンバーをお楽しみください。

美子
with Mature2

イオンモール浜松市野

（1F シンフォニーコート）
Start：①13:00 ②15:00
料金：無料

藤森潤一
（Pf）
、大村守弘
（B）
、
山崎大介
（Dr）
大ベテラン＋αの予定調和の無
い緊張感をお楽しみ下さい。

ジャズ界の帝王マイルス・デイ
ヴィス。没後 30周年を記念し、
彼の名盤を大特集。当店自慢の
アヴァンギャルド特大ホーンス
ピーカーで、1日たっぷりとマイ
ルスだけを流します。初期から
後期まで、さまざまな演奏スタ
イルを魅せた天才の奏でる
「音」
を是非、当店でご堪能ください
小関信也
（Pf）
、
田村潔
（B）
、
チッコソウマ
（Dr）
毎月第３日曜日に『"Ｂ♭" セッション』を開催
しています。ハウスバンドが初心者からベテ
ランの方まで誰でも気軽に参加出来るようにサ
ポート致します※オールパートのセッションです※
楽器（ピアノ、ドラム、マイク以外）持ち込みの
譜面等は各自ご用意ください。当日、楽器を
持ってお集まり下さい。お待ちしております。

YMHトリオ

八重樫典子
（Pf）
、
松島英子
（B）
、
星合厚
（Dr）
、
ゲスト：安藤真理子
（Fl）
楽しく、
楽しく、
jazzを奏でます♪
アフターセッションあります。

JAZZ SPOT analog.
Start：20:00
料金：1,800円 予約可

Takashi Yoda Duo

新井涼司(Pf)、柿沼翔太(B)、
君塚晃一(Dr)
ジャズスタンダードから最近の
曲まで幅広く、
若手トリオによる
湧き上がるエネルギッシュな演
奏をお楽しみください。

眞田桂子(Vo)、
小関信也(Pf)、
稲垣薫(B)
Jazzをはじめ様々なジャンルで活躍中のボー
カリスト眞田桂子が、ベテランピアニスト小
関信也、若手人気ベーシスト稲垣薫とお送り
するJazzLive です！Jazz スタンダード曲を中
心にポップス曲も交えながら楽しいステー
ジをお届けします。初組み合わせの３人のラ
イブ、どんな展開になるかお楽しみに！

中西久雄 (B)、鈴木淳 (G)、
美子 (Vo)
このトリオで初めて 12年になり
ます。ジャズやボサノバの名曲
をお楽しみください。

依田隆(As)、
大軒聖子(Pf)
浜松を代表するサックス奏者 依
田隆と、
ジャンルを超えて活躍す
るピアニスト大軒聖子によるデュ
オ。
本格的なジャズ演奏をお楽し
みください。

イオンモール浜松市野

（1F シンフォニーコート）
Start：①13:00 ②15:00
料金：無料

10/19 TUE
横原由梨子
+ Dear Blues

JAZZ SPOT analog.
Start：20:00
料金：2,800円 予約可

森山瑞樹カルテット
イオンモール浜松市野

（1F シンフォニーコート）
Start：①13:00 ②15:00
料金：無料

森山瑞樹カルテット
珈楽庵

Start：18:30
料金：1,500円

Jill

バーOPERA座

Start：20:00
料金：無料（飲食別途） 予約可

横原由梨子
（Ts)、
中嶋美弥
（Pf）
、
名古路一也
（B）
、
山下佳孝
（Dr)
ハママツ・ジャズ・ウィークには毎年
出演のブルージー、
ファンキー、
スイン
ギーで人気のバンドDear Blues が、浜
松出身の人気実力ともに注目のTs 横
原由梨子とのコラボライブ！華やか
で渋いジャズをお見逃しなく！

日本語でおくる
ジャズ・ボサノヴァ
浜松JAZZを楽しむ会・
Nagura Studio
Start：19:00
料金：1,000円 要予約

森山瑞樹 (As)、大軒聖子 (Pf)、
松井千秋 (B)、原田実 (Dr)
おなじみのスタンダードジャズ
を、心地よいサックスカルテッ
トの演奏でお楽しみください。

森山瑞樹(As)、
大軒聖子(Pf)、
中西久雄(B)、
原田実(Dr)
静岡市生まれ、浜松在住、昭和音楽大学卒
業後、
浜松、
静岡のジャズクラブ、
各種ベン
ト出演、サックス講師、ビッグバンド・ブ
ルーノーツのリードアルトとして大活躍
のアルトサックス奏者・森山瑞樹をフィー
チュアしたカルテット。
メインストリーム
ジャズを中心に熱い演奏をお届けします。
Yoshino(Vo)、
Masako(Dr)
佐藤伸行(Pf)、
松井千秋(B)
スタンダードジャズを中心に、
ス
ウィング、
バラード、
ラテンetc. 心
地よいジャズをお楽しみ下さい。

小澤由起子(Vo)、
佐藤伸行(Pf)、鈴木辰美(B)
『日本語でおくるジャズ・ボサノ
ヴァ 浜松夜曲・浜名湖だより』
出
版記念ライブ ※事前予約要

10/21 THU
聖子・中西・原田
トリオ
イオンモール浜松市野

大軒聖子 (Pf)、中西久雄 (B)、
原田実 (Dr)
ピアノトリオで、ジャズの名曲
の数々をお届けいたします。

（1F シンフォニーコート）
Start：①13:00 ②15:00
料金：無料

アナログ盤ジャズ
ワークショップ 2021

ジャズの名盤のオリジナルアナログ
盤を、大型スピーカーでお楽しみくだ
さい。

Jazz Bar 不二丘

Start：19:00
料金：2,000円
（ドリンク付）
予約可

小野澤直行(As)、影山ヨシノブ(Ts)、
武田隆子(Pf)、奥村貴宏(B)、日内地貴則(Dr)
2010年より始動、このバンドの為にアレンジさ
れた持ち曲は 80曲を超え現在も引き続き漸進
中。「テーマを大切に」かつ、プレイヤーそれぞ
れの個性を活かしあい浜松を拠点に年に数回の
ライブを行なっている。メンバーの音と音との
会話、ワクワクする様なライブを皆様にお届け
出来たらと思います。
西村夕貴(Sax）、岡部あや（El）、
ヤマハ音楽教室講師による素敵
な演奏をぜひお聴きください。

プレ葉ウォーク浜北

（1Fプレ葉コート）
Start：①13:00 ②15:00
料金：無料
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16 SAT - 24 SUN

街のジャズクラブ

会場 浜松市内のジャズクラブなど（各会場は P4 をご参照ください）

10/23 SAT

10/22 FRI
Pudding A La Mode
JAZZ SPOT analog.
Start：20:30
料金：2,300円 予約可

森山瑞樹カルテット
イオンモール浜松市野

（1F シンフォニーコート）
Start：①16:00 ②18:00
料金：無料

ジャムセッション
OPERA座
バーOPERA座

鈴木麻美（Vo）、藤森潤一（Pf）、
松浦直樹
（B）
、日内地貴則
（Dr）
第４金曜は、このユニットを聴か
ないと眠れない。

森山瑞樹 (As)、大軒聖子 (Pf)、
松井千秋 (B)、原田実 (Dr)
心地よいサックスカルテットが、
ビバップやブルースなどモダン
ジャズの魅力をたっぷりお届け
いたします。

新井涼司 (Pf)、笠井雄真 (B)、
山崎大介 (Dr)
活躍中の若手ホストメンバーが
サポートします。お気軽に御参
加下さい。

Start：19:00
料金：1,000円 予約可

さくら浪漫楽房

食と酒と音を結ぶ和 和音
Start：19:00
料金：1,320円
（1drink＋3foods）
予約可

"Distance Viewing" fox capture plan×
木村イオリ&
森田晃平デュオ
キャトルセゾン浜松

Start：19:00
料金：2,000円 予約可

宮野寛子４
ハァーミットドルフィン

Start：19:30
料金：前売4,500円
当日5,000円 要予約

Kazuhiro Chujo
Trio
Jazz in “B♭”

Start：19:30
料金：2,000円 要予約

中山奈津美
（Vo）
、
鰐田知典
（As）
、
高須亮佑
（Pf）
、
こんちゃん
（Dr）
浜松市浜北区のサックス専門
工 房「 楽 器 工 房 鰐 田 商 店 」の
Youtube チャンネルをメインに
活動しています。
日本語の歌詞に
こだわった曲をジャズ風に演奏
しています。

・fox capture plan：岸本 亮
（Pf）
、
カワイヒデヒロ
（B）
、井上司
（Dr）
・木村イオリ (Pf)、森田晃平 (B)
"現代版ジャズ・ロック "をコン
セプトに多方面で活躍する fox
capture plan、そして同じく
Playwrightレーベルで共に活動
し、ポストクラシカルなサウンド
を奏でる木村イオリ &森田晃平
デュオの 2組により、10/10(日 )
にヤマハ銀座スタジオで開催さ
れたライブ公演を、次世代ライブ
ビューイングシステム "Distance
Viewing"でステージ上に再現！
ライブの音を忠実に再現した迫
力あるサウンドを、ライブさな
がらの空間演出の中でお楽しみ
ください。
宮野寛子
（Pf）
、藤本一馬
（G）
、コモ
ブチキイチロウ
（B）
、岡部洋一
（Per）
ピアニスト・作曲家 宮野寛子によ
る待望の 4thアルバム
「Beginnings」
リリースツアー第二弾。日本を代表
するミュージシャンとともに、ジャ
ズ、ワールドミュージック、クラシッ
ク、ポップスという垣根を越えて、
新たな音世界を表現する。
中条和丈（Pf）、田村潔（B）、
デッコ高野（Dr）
New York City Harlem Cotton
Clubにてキャリアを積んだピ
アニスト、Kazuhiro Chujo
Swing BeBop と言う Jazzの文
化を世襲した演奏をお楽しみく
ださい。Standard Jazzの世界
へ、ようこそ！

Mikaトリオ

JAZZ SPOT analog.
Start：20:00
料金：2,000円 予約可

浅田亮太
ジャズトリオ

イオンモール浜松市野

（1F シンフォニーコート）
Start：①13:00 ②15:00
料金：無料

スプリームズ
with美子
SUP

Start：19:30
料金：2,500円 要予約

笠井雄真
Jam Session

ZOOT HORN ROLLO

10/24 SUN
山田美加
（Pf）
、
向野隆志
（B）
、
津ヶ谷友則
（Dr）
安心、
おまかせトリオがジャズの
魅力をたっぷりとお伝えします。

セットアップリスト予定
（一部）
『My Spanish Heart』
『The Mad Hatter
Rhapsody』
『Piano Improvisations』
『Return
to Forever』
『Light as a Feather』
『A.R.C』など

トゥルネラパージュ

Start：21:30 料金：無料（飲食別途）

ダブル レインボウ
ハァーミットドルフィン

Start：19:00
料金：前売3,500円
当日4,000円 要予約

UNDERGROUND
Saxophone Quartet
Jazz in “B♭”

Start：19:30
料金：1,500円 要予約

島村楽器音楽教室

秋のMusic concert
プレ葉ウォーク浜北

（1Fプレ葉コート）
Start：12:30
料金：無料

鈴木麻美/
プリン・ア・ラ・モード
はままつ地ビールレストラン

マイン・シュロス

Start：19:00
料金：投げ銭チップBOX 要予約

マリテス（Vo）、小関信也（Pf）、
柿沼翔太（B）、佐野裕幸（Dr）
ハママツ・ジャズ・ウィークのトリを華
やかに飾ります！

JAZZ SPOT analog.
Start：19:00
料金：2,800円 予約可

浅田亮太
（Dr）
、
ノッキー中橋
（Pf）
、
林かな
（B）
テレビ番組やＣＭ、ラジオへの出演、日
本全国・アメリカ・イタリアでの演奏等を
経験。生徒数が 550名を超える｢音楽教室
あもーる｣ のオーナーを務める他、音楽
療法業界でも活躍。８枚の CDに参加し売
上の 90%を児童養護施設に寄付している。
音で心を映し出すような人間性がにじみ
出る演奏スタイルに定評がある。
美子
（Vo）
、中西久雄
（B）
高須亮佑
（Pf）
、KM
（As）
毎回絶賛のヴォーカル美子さん
が実力派のお二人とスタンダー
ドをしっとりと競演します。今
回はサプライズで謎のサックス
奏者がデビューするとか？

松田匠真 (Pf）
、笠井雄真
（B）
、
山崎大介
（Dr）
若手ホストによるジャムセッショ
ンです。

Start：19:00
料金：1,000円(+1ドリンク)
予約可

チック・コリア特集日

マリテス
レギュラーステージ

ジャズの可能性を広げた巨匠チック・
コリア。生誕 80周年を記念し、1日
たっぷりとチック・コリアだけを流
します。当店自慢のアヴァンギャル
ド特大ホーンスピーカーでチック・
コリアの世界を心ゆくまでお楽しみ
ください。今年ジャズウィークでは、
他でもチック・コリアが大特集。お
出かけの前後に是非当店へどうぞ。

依田隆トリオ

依田隆 (As)、池谷貴恵子 (Pf)、
稲垣薫 (B)
多方面で活躍するサックスの依
田隆によるジャズライブ。スタ
ンダードジャズの名曲をお届け
いたします。

イオンモール浜松市野

（1F シンフォニーコート）
Start：①13:00 ②15:00
料金：無料

声とギター・
ボサノヴァな夜

Rico(Vo)、木村純 (G)
シンプルで奥深いボサノヴァを
唄う Rico、ボサノヴァのマエス
トロ 木村純のギターと共に癒や
しの時間をお届けします。

バーOPERA座

Start：19:00
料金：2,500円 予約可

畑野圭慧５

畑野圭慧 (Pf)、吉田篤貴 (Vln)、
伊藤ハルトシ (Vc, G)、西嶋 徹 (B)、
福岡高次 (Per)
YouTube にて 2.5 万回以上再生されている楽曲
“Sincere -真愛 -“を、弦楽器大編成との総勢 17 人
によるレコーディングでの収録を経て、今秋待
望のシングルをリリースした畑野慧恵。リース
を記念したツアーを、レコーディングに参加し
た豪華なミュージシャンとともに浜松にて開催。

ハァーミットドルフィン

Start：16:00
料金：前売4,500円
当日5,000円 要予約

島村楽器音楽教室

平野渉（G）、河合俊紀（Dr）、
鈴木恵理（Pf）、青島能子（Vo）
島村楽器音楽教室講師による
素敵な演奏をぜひお聴きくだ
さい。

秋のMusic concert
プレ葉ウォーク浜北

（1Fプレ葉コート）
Start：15:00
料金：無料

宮本貴奈(Pf, Vo)、
小沼ようすけ(G)
ジャズ・フュージョンを軸にオーガニッ
クなアプローチでワールドワイドな活躍
を続けるギタリスト小沼ようすけと、ピ
アニスト、作・編曲家としてジャンルを
超えた活動が高く評価され、最新アルバ
ム「Wonderful World」が、ミュージック・
ペンクラブ音楽賞最優秀作品賞を受賞し
た宮本貴奈による至高のデュオ。
小野澤直行（Ss, As）、水野恭伸（As）、
カゲヤマヨシノブ（Ts）、堀孔明（Bs）
サックス 4本だけで Jazzを表現するユ
ニット。2001年結成以 来、ジャズのスタ
ンダードからラテン、果てはフリーまで
と幅広 いレパートリーを積み上げ、縦横
無尽のソロと緻密なアンサンブ ルを繰り
広げます。燥ぐアルト、咽ぶテナー、咆
哮するバリトンをたっぷりとご堪能あれ
中村司 (G)、金井康浩 (B)、
山下舞 (Fl)
島村楽器音楽教室講師による
素敵な演奏をぜひお聴きくだ
さい。

「街のジャズクラブ」の予約・お問い合せは、直接各店舗へお願いいたします。
JAZZ SPOT analog.……………………………………

053-457-0905

珈琲紅茶専門店 トゥルネラパージュ …………………

053-455-7100

イオンモール浜松市野…………………………………

053-468-1880

浜松 JAZZ を楽しむ会・Nagura Studio… …………

053-452-1131

バー OPERA 座……………………………………………

053-454-5300

ハァーミットドルフィン … …………………………… 050-5307-3971

食と酒と音を結ぶ和 和音… ……………………………

053-525-7677

Jazz in "B♭" … …………………………………………

053-435-5644

珈楽庵 浜松店… …………………………………………

053-543-9070

Jazz Bar 不二丘… ………………………………………

053-452-1397

キャトルセゾン浜松……………………………………

053-413-0880

プレ葉ウォーク浜北（1F プレ葉コート）…………………

053-584-6622

SUP … ……………………………………………………

053-489-3661

はままつ地ビールレストラン マイン・シュロス… …

053-452-1146

ZOOT HORN ROLLO… ………………………………

053-458-1388

浜松市中区田町 325-1 有楽街北口 渥美薬局ビル 2F
浜松市東区天王町字諏訪 1981-3
浜松市中区肴町 313-9

浜松市中区紺屋町 306-43
鈴木麻美
（Vo)、藤森潤一 (Pf)、
松浦直樹
（B)、日内地貴則 (Dr)
時に軽快に Swing！時に豪快に
Drive！美しいバラードや楽しいラテ
ンのリズム ...マインシュロスの夜を、
プリン・ア・ラ・モードが晴れやかに
彩ります。美味しいビールとジャズ
を、ご一緒に楽しみましょう！

浜松市東区有玉北町 1229
浜松市中区田町 223-21
浜松市中区池町 225-19
浜松市中区成子町 56

f

浜松市中区板屋町 628

浜松市中区東田町 36-9 地研ビル東田町 3F
浜松市中区田町 326-25

KJ スクエア 2F

浜松市東区半田山 5-16-17
浜松市中区肴町 318-7

浜松市浜北区貴布祢 1200
浜松市中区中央 3-8-1

g

