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■公式ホームページ  http://jazzpro.jp/
■チケットぴあ  Ｐコード：10/12券：780-579
　　　　　  　　　　　　  10/13券：780-580
　　　　　   　　　　　　 両日券：780-581
　☎0570-02-9999（自動音声Ｐコード入力）
■ローソンチケット　☎0570-084-003(Ｌコード：76602)
■ｅ＋（イープラス）http://eplus.jp/
■ＣＮプレイガイド　☎0570-08-9999（10:00-18:00）
■チケットかながわ　☎0570-015-415（10:00-18:00）
■コンビニチケット端末
　セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、
　ミニストップ(https://www.jtb.co.jp/cvstkt/guide/)
　JTB商品番号：12日ひとり0251796、13日ひとり0251798、
　　　　　　　12日ペア0251797、13日ペア0251799、
　　　　　　　両日券0251800
■ちけっとぽーと（横浜駅東口地下街ポルタ内）
■横浜市営地下鉄10駅　各駅事務室（あざみ野、センター北、
　新横浜、横浜、桜木町、関内、上大岡、戸塚、湘南台、日吉）

■相鉄線駅売店　ステーションist・LaLaLa IST（横浜、星川、
　和田町、上星川、西谷、鶴ヶ峰、瀬谷、大和、相模大塚、
　さがみ野、海老名、緑園都市）
■みなとみらい線　横浜南改札セブン-イレブン（改札外）、
■京急線駅構内セブン-イレブン店舗（品川、蒲田（改札前）、
　川崎、横浜、上大岡、金沢文庫）※一部取り扱いのない店舗がございます。
■(株) ヤマハミュージックリテイリング 横浜店2階
■横浜美術館ミュージアムショップ（木曜休）
■横浜みなとみらいホールチケットセンター
■関内ホール
■横浜にぎわい座
■磯子区民文化センター杉田劇場
■神奈川県民ホール（月曜休）
■ＫＡＡＴ神奈川芸術劇場（月曜休）
■神奈川県立音楽堂（月曜休）
■市内参加ジャズクラブ
■ハスキーズギャラリー（茅ヶ崎）☎0467-88-1811

チケット
販売所

■料　金：ひとり券・・・・・・・・5,000円
　　　　 みらいパス・・・・・・1,000円 （18歳以下の中学・高校生対象）　
　　　　 小学生・・・・・・・・・・無料

当日券

●みらいパスは、当日のみの販売です。
●前売券を購入済みの場合、みらいパスとの差額の払い戻
  しはできません。
●みらいパスをお求めの際は、生徒手帳など学生であるこ
　とがわかるものをお持ちください。
●いずれの券種も売切れ次第終了となります。

●小学生は保護者同伴でご来場ください。
●チケットは不要ですが、ご入場の際、年齢を確認さ
 せていただくことがあります。生年月日がわかるも
  のをお持ちください。
●チケット販売所・引換方法・会場・時間などの詳細は
  公式ホームページをご確認ください。

前売券
■発売日：2019年9月2日（月）～
■料　金：ひとり券・・・・・・4,000円　● 1枚につき1名様指定日のみ有効

　　　　 ペア券・・・・・・・・7,500円　● 1枚につき2名様指定日のみ有効

　　　　 両日券・・・・・・・・7,500円　● 1枚につき1名様両日有効

※発券手数料はお客様のご負担となります。

ホール会場（ジャズクラブを除く）を自由に回る
ことができるフリーパスチケット

注意事項

使って便利、のって楽しい！一日ぐるっとジャズめぐり　

横浜の街にジャズがあふれる2日間！
「街全体をステージに」を合言葉に、1993年に始まり、今年27回目を迎える日
本最大級のジャズ・フェスティバル。横浜の歴史的建造物や港街を背景に、ホー
ルやジャズクラブ、街角のいたるところでライブが繰り広げられます。出演者は
国内外第一線のプロからアマチュアまで約2,000人。街にジャズがあふれる、
横浜の秋の風物詩です！

横濱 JAZZ PROMENADEとは

チケット情報

♪

●前売券は全てホール会場の引換券になります。公演当日、引換所でバッジ（フリーパス）と交換して
　からご入場ください。
　【引換所・各引換時間】　◆JR関内駅南口前、みなとみらい線馬車道駅構内/10：30～17：00
　　　　　　　　　　　 ◆各ホール会場/11：00～18:00
●出演者、会場及び時間はやむを得ない事情により変更になる場合がございます。ご了承ください。
●当日、会場の混雑状況により、入場規制が行われる場合がございます。ご了承ください。
●ホール会場への小学生未満の入場はお断りいたします。
●電話をおかけの際は番号をお確かめのうえ、お間違いのないようお願い致します。
●チケット購入の際は、各施設の休館日をあらかじめご確認の上ご来館ください。
●詳細はホームページ（http://jazzpro.jp）でご確認ください。

　　　　　　　　　　横浜市開港記念会館、関
内ホールなどの「ホール会場」は、フリーパスチ
ケットを購入すると50を超えるステージを自由
に巡ることができます。ナイトタイムは市内に数
多く存在する「ジャズクラブ」へ！個性あふれるお
店で食事やドリンクを楽しみながら、ミュージシャ
ンのすぐ近くでライブを楽しむことができます。
　　　　　　　　　　　　
街中で繰り広げられる「街角ライブ」。およそ170
組のアマチュアバンドが参加します。

横濱 JAZZ PROMENADEの楽しみ方

街角ライブ

ジャズクラブ

プロのライブを聴く

ジャズの流れる街を歩く

街角ライブ [無料]
１４会場で、約170組のアマチュア・ジャズバンドの熱い演奏が横浜の街を彩ります！

＊会場によっては雨天中止となる場合があります

関内駅前／馬車道通り／
イセザキ･モール1･2St.／
CROSS STREET

関内・元町エリア

その他市内の
あちこちで！

みなとみらい･桜木町エリア
ランドマークプラザ／クイーンズサークル／
クイーンズパーク／運河パーク／MARK IS みなとみらい／
コレットマーレ／クロスゲート／CIAL桜木町

はまテラス（そごう横浜店2F）／横浜ビジネスパーク ベリーニの丘

13日のランドマークプラザには、ラグビーワールドカッ
プ™2019にちなみ、アイルランドより英BBCラジオ番
組のブロードキャスターも務める敏腕トランぺッター、
リンレイ･ハミルトン率いるクインテットが登場！

スペシャルステージ［無料］

13日（日）18:00-19:00
会場＝ランドマークプラザ　サカタのタネ ガーデンスクエア
出演＝Linley Hamilton(tp) クインテット

見どころ・聴きどころ
今年のステージは、多くのミュージシャンが賑わうように演出した。特集はジャズの醍醐味ビッグ・バ
ンドの競演だ。13日の横浜みなとみらい大ホールの「稲垣貴庸とTN Swing Jazz Orchestra＋
キャロル山崎」、「吾妻光良&The Swinging Boppers」、「GENTLE FOREST JAZZ BAND」、「三
木俊雄Front Page Orchestra」、「羽毛田耕士ビッグバンド＋平賀マリカ」の個性に溢れた5バンド。
そして、生誕120年を迎えるエリントンを祝う12日の「Orquesta Libre+SugaDairo+RONxII 」、
「渋谷毅エッセンシャル・エリントンスペシャルセット」に加え、「アフロ・キューバミーゴス！」、13日の
「福井ともみ＆マウント・ノネット」、「板橋オーケストラ」と並ぶ。また、昨年好評のフルーティストが集
まった「フルーツ・カンパニー」はメンバーを変え再び登場。その他、注目はブギ・ウギ・ピアノの高瀬
啓伍や澤田一範ウィズ・ストリングスの変わり種、若手が引っ張るテナーカルテット「深海魚」、クラリ
ネットの新人・宮脇惇、若手ヴォーカリスト和田明がどこまで伸びたか。オールド・ファンには楽しみに
しているJATP、ディキシー、フォー・レディースのステージ。そして名だたるベテラン勢がしっかりと
ジャズプロを支える。今年も素晴らしい。（プログラムディレクター：柴田浩一）

Gentle Forest Jazz Band 宮脇 惇(cl) Orquesta Libre+Sugadairo(p)
+RONxII(tap)

下記チケット販売所で取扱い

みなとぶらり
チケット

横浜市営地下鉄（横浜駅～伊勢佐木長者町駅）・市営バス（横浜～
元町・港の見える丘公園、三溪園エリア）・あかいくつ全線に1日乗
り放題！横浜ベイエリア限定のお得な1日乗車券（料金：大人500
円／小児250円）エリア内に多数の提携店あり。詳しくは、
https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/tanoshimou/kanko/
burari/otokunajoushaken.html

みなとみらい線
一日乗車券

一日に限り、みなとみらい線を何回でも乗り降りができるお
トクなきっぷです！（大人460円／小児230円）詳しくは、
http://www.mm21railway.co.jp/info/oneday.html
〈横浜の魅力発信中〉「【みなとみらい線】わたしの横浜4.1キ
ロさんぽ」https://www.facebook.com/4.1sanpo

横浜1DAY
きっぷ

京急線往復割引乗車券と京急線・みなとみらい線・横浜市営地
下鉄･横浜市営バスの各指定エリア1日フリー乗車券がセット
になったおトクなきっぷ。周辺施設での優待特典もあります。
詳しくは、http://www.keikyu.co.jp/

「ハママツ・ジャズ・ウィーク」（静岡県浜松市）とのアマチュアバンド交流により、浜松より２バンドが街角ライブに出演します。

京急電鉄

横浜高速鉄道

横浜市交通局



横濱 JAZZ PROMENADE 2019
ホール会場のプログラムが決定しました！選りすぐりの55ステージにご期待ください！

※街角ライブ、ジャズクラブも開催。詳細は、後日、公式ホームページで！http://jazzpro.jp

開場は１ステージ目の30分前です

開場は１ステージ目の30分前です

M モダン

スタンダード・ソ
ング並びにジャ
ズ・スタンダード

D デキシー

２拍子が基本の
初期のスタイル

H ヒーリング

やすらぎをあたえ
てくれるもの

C コンテンポラリー

さまざまな表現方法に
よる今の時代の音楽

L ラテン
(ボサ・ノヴァ含む)

中南米音楽の要素
をとり入れたもの

W ワールド

様々な国の音楽
やリズムをとり
入れたもの

F フリー

制約を外しより
自由な表現方法
をとったもの

O オリジナル

オリジナル曲中心の
ステージ

St スタンダート
繰り返し演奏される
名曲中心のステージ

※ホール会場は入れ替え制ではありません。※会場によっては満席になり、他会場へお回りいただく場合があります。※この情報は8月16日時点のものです。都合により公演内容の一部が変更に
　なる場合もあります。予め、ご承知ください。注意事項

Sw
ビッグバンド時代
(1935～45) のス
タンダードソング

スイング

10/12 (土)

12:00～13:30

14:20～15:50

16:40～18:1017:30～18:30 17:30～18:30 17:30～18:30 17:30～18:30 17:30～18:30

KAAT
大スタジオ

横浜赤レンガ倉庫
1号館

関内ホール
小ホール

関内ホール
大ホール

横浜市
開港記念会館

ヨコハマ
NEWS ハーバー

NHK
横浜放送局(無料)

主催：NHK横浜放送局

・いす席・立見席共に観覧
 自由。（ いす席には限りがあります。）
・混雑時は入場制限を
   する場合があります。

浅葉裕文(g)
スウィンギン
ギタートリオ

小山太郎(ds)
ZESTGRAM

ルイス・バジェ(tp)
＆アフロキューバ
ミーゴス!

JATP 高橋知己(sax)
カルテット

feat.渡辺文男(ds)
ゲスト：チコ本田(vo)

Vocal
Four Ladies

佐藤史果、Remi、
舞月しえな、CHAKA

中林薫平(b)
カルテット

連携イベントNHK横浜
サウンド☆クルーズ
はま☆キラ！

BLEND

10/13 (日)
みなとみらいホール

大ホール

11:30～12:30

18:10～19:10

KAAT
大スタジオ

横浜赤レンガ倉庫
1号館

関内ホール
小ホール

関内ホール
大ホール

横浜市
開港記念会館

ヨコハマ
NEWS ハーバー

稲垣貴庸(ds)と
TN SwingJazz Orchestra
＋キャロル山崎(vo) 

羽毛田耕士(tp)
ビックバンド

+ 平賀マリカ(vo) 

ますます元気に活躍の場を広げる
鈴木良雄の老若のブレンド・バンド。

恒例のベテランと若手が技を競うステ
ージ。バラード・メドレーが聴きもの。

アフロ・キューバン・ジャズの旗手。
明るく楽しくステージに酔いたい。

新進、旬、ベテランの女性シンガーが
華を競う、ヴォーカルファン必聴。

ベースの中林薫平がテナー・サック
スの西口明宏を前面に出して臨む。

個性的なベテラン5人が集結。
どんな音を聴かせてくれるのだろう。

音楽生活35周年。熟練の技でバンド
をキックする小山のリズム感！

富に評価が高まっている、
よくスイングするギター・トリオ。

コメント：プログラムディレクター 柴田浩一、小針俊郎

最高峰のビッグバンド・ドラマーが
最高のメンバーと奏でる豪華なサウンド。

ビッグバンドの正統派。古典から現代
までのサウンドを幅広く聴かせる。

13:10～14:10
吾妻光良(vo.g)&

The Swinging Boppers 
吾妻光良の型破りのビッグバンドは、
歌に演奏にジャズの楽しさが一杯。

15:05～15:55
中村恵介(tp)
HUMADOPE

地元、横浜の期待を背負うトランペットの
中村恵介。仲間を得て王道を往く。

16:05～16:55
澤田一範 (as)
with Strings

Cパーカーのウィズ・ストリングスの再現。
美しい曲がジャズで優雅に流れる。

14:50～15:50
ジェントル久保田と

Gentle Forest Jazz Band
ゲスト：桃井まり

ビッグバンドで今どきの若者を熱狂させ
た底力。リーダー久保田の指揮も必見。

16:30～17:30
Front Page
Orchestra

三木俊雄率いる10人の腕利きが奏
でる。そのアレンジの魔術を聴こう。

12:00～13:00 12:00～13:00 12:00～13:00 12:00～13:00 12:00～13:00
佐藤洋祐(sax)
クヮルテット

RS5pb
(類家心平(tp)
5ピースバンド)

TOMOKO’(as)
無nd ≒ mundoENCOUNTER 深海魚

堀秀彰(p)と浜崎航(ts)の双頭バンド。
結成10年を超えさらに連帯性が強まる。

飛ぶ鳥を落とす勢いの類家心平、
仲間とつくる音楽がこのステージ。

グラミー受賞グレゴリー・ポーターの
バンドで鍛えた華麗なるアルトの技。

”トモコの世界”はTAKE５から
オリジナルを華やかに演奏。

初登場の深海魚。今、テナーの
吉本章紘がやりたい音楽がこれだ。

17:30～18:30 17:30～18:30 17:30～18:30 17:30～18:30 17:30～18:30
山本 剛(p)
トリオ Dos Orientales 竹内 直(ts)

スペシャルカルテット
鈴木 勲(b)

OMA SOUND　
彩木香里(vo)

＆Quartet　吉岡秀晃(p)、
道下和彦(g)他

山本剛の鍵盤から流れでる音は
チャーミングでファンキー。

人気のウーゴとトモヒロは
絶妙のコンビで早10年。CD3作目。

若手を育てる慧眼をもつオマさん。今年
はどんな演奏を聴かせてくれるのか。

テナー・サックスの竹内直、
今年はアグレッシヴな展開か。

モンク、ダメロンなどジャズ曲に挑戦。
吉岡、道下ら凄腕と火花を散らす。

12:00～13:30
福井ともみ(p)

＆
マウント・ノネット

子供からお年寄りまでが楽しめる
おなじみの曲をカッコよく演奏。

13:50～14:00 13:50～14:50 13:50～14:50 13:50～14:50 13:50～14:50
豊田チカ(vo)

with 椎名 豊(p)トリオ
谷口英治(cl)

NEWカルテットwith
アレッシーオ・メンコーニ(g)

今田 勝(p)トリオ
+

今田あきら(key)
丈青(p)

ピアノトリオ
細野よしひこ(g)

＆
アンフォゲッタブル

デビュー40周年を迎えたチカ。ます
ます進化するテクニックが聴きもの。

今年は変わった編成で臨む谷口、どん
なサウンドを指向しているのだろう。

ピアノの至宝、今田勝が息子あきら
とのコラボレーション・セッション。

ファンキーさにヴィブラフォンの
清涼感を加えたサウンドが狙いか。

独自の音世界をつくる丈青。
今年はどんな世界を弾くのか。

13:40～15:00 13:50～14:50
フルーツ・カンパニー Trisonique 峰 厚介(ts)

カルテット
和田 明(vo)
Organic Trio
feat. 曽根麻央

The Willows
（カナダ）

13:50～14:50 13:50～14:50 13:50～14:50

昨年、好評だったステージのリメイク
版。フルートの強者たちが技を競う。

ハクエイ・キムのトライソニークも
結成10年。充実したピアノ・トリオ。

ベース1本をバックに歌う女性3人の
コーラス。ポップス系だが3人という
ことが新鮮。

円熟味を増した峰厚介。新メン
バーでCDも制作、新境地を開く。

久々の大型男性ヴォーカリスト。
良き僚友を得てさらに上昇か。

16:40～18:10
板橋文夫(p)・古稀祝
・オーケストラ
＋井野信義(b)
・小山彰太(ds)
・吉田野乃子(as)

古希を迎えた板橋がかつての同士
井野、小山を迎えてパワーをみせる。

14:05～14:55
遠藤定(b)クインテット
with金本麻里(vo)＆千葉岳洋(p)
ちぐさ賞リーダーの意欲的なグループ。
セッションには3人の同賞メンバーもいる。

14:20～15:50
DIXIE 3
薗田憲一と

デキシーキングス

有馬靖彦(cl)とデキシー
ジャイブ+野村佳乃子(vo)

外山喜雄(tp)と
デキシー・セインツ

ニューオリンズ名誉市民の外山喜雄、
近年ますますサッチモになってきた。

野村佳乃子をヴォーカルに迎え、
懐かしい曲を演奏。

堂に入った勉慶とFUMIKAのヴォーカル
で明るく、楽しく、にぎやかに。

15:40～16:40
岸ミツアキ(p)
トリオ

ピアノもトークも楽しく
スイングするジャズの代名詞。

15:40～16:40 15:40～16:40 15:40～16:40 15:40～16:40
CONTRASTE 鬼武みゆき(p)

with Friends 
村田浩(tp)

＆THE BOP BAND
宮之上貴昭(g)

スーパーカルテット 

オール・スター4人が
繰りひろげるスリリングな世界。

人気のピアニスト鬼武みゆきは中西
俊博を迎え、ベスト・メンバーでのぞむ。

連続出演27回。ピアニスト吉岡
とも長年のコンビ、今年もスイング。

バップ・バンドは今年設立45年。メンバー
は代われど今が最高とリーダーはいう。

17:05～17:55
小山彰太(ds)
音三昧デュオ
with野瀬栄進(p)

北海道とニューヨーク。さて何が
飛びだすか予測不能のステージ。

15:40～16:40 15:40～16:40 15:40～16:40 15:40～16:40 15:40～16:40
渋谷毅(p)

エッセンシャル・
エリントンスペシャル2019

田中信正(p)トリオ
作戦失敗 

ブギ・ウギ・ピアニスト
高瀬啓伍(p) TRIXスガダイロー(p)

トリオ

渋谷毅の名編曲によってどんなサウ
ンドが生まれるか、必聴のステージ。

進化を続けるスガダイロー。今回は
どんなステージをみせてくれるか。

テクニック尊重のフュージョン・バンド。
じっくりと浸ってみたい。

今やピアノ界を代表する田中信正が
失敗をおそれず弾く。

ジャズ創成期のピアノ・スタイル。
ロックン・ロールもここから。

12:00～13:00 12:00～13:00 12:00～13:00 12:00～13:00 12:00～13:00
Orquesta Libre
+ Suga Dairo(p)
+ RON×Ⅱ(tap)

井上陽介(b)トリオ 宮脇 惇(cl)
セクステット 

赤松敏弘(vib)
meetsハクエイ キム(p)

with市原ひかり(tp.flh.vo)
+小山太郎(ds)+須川崇志(b)
+酒井麻生代(fl)SPB

Vladimir
Shafranov(p)trio
（フィンランド）

恒例の開港、幕開けステージ。生誕
120年のエリントンをどう料理するか。

CDでおなじみのピアニスト。ロシア生
まれながらユーモアもあり解りやすい。

快進撃を続ける井上陽介が、息子世
代の若手とスパークするステージ。

クラリネット界に新星登場。
モダン・スイングを演出する。

ヴィブラフォンが創り出す赤松ワールド。
別世界にいざなってもらおう。

入場無料



JAZZ CLUB Live Schedule
Bar Bar Bar

中区相生町1-25若葉運輪ビル1-2F
☎ 045-662-0493

15:00-16:00
16:30-17:30

出
O S14:00
平松加奈スペシャルプロジェクト［平松
加奈(vn)、新澤健一郎(p)、伊藤寛康(b)、
海沼正利(per)］

1

19:00-20:00
20:30-21:30

出
O S18:15
MAYA＆松尾明Quartet［MAYA(vo)、
松尾明(ds)、寺村容子(p)、新岡誠(b)、高
橋康廣(sax)］

2
12
（土）

15:00-16:00
16:30-17:30

出
O S14:00
仲田美穂Qua r t e t［仲田美穂(p )、
Gustavo Anacleto (sax)、コモブチキ
イチロウ(b)、Daniel Baeder (ds)］

1

19:00-20:00
20:30-21:30

出
O S18:15
今田勝Trio＆マリア･エヴァ［今田勝(p)、
守新治(ds)、稲垣護(b)、マリア・エヴァ
(vo)］

2
13
（日）

入
替
有

入
替
有

ジャズカフェGIG
中区蓬莱町2-5-1タイムズステーション1F

☎ 045-261-9219

出
O S15:00 15:30-17:30
平尾孝夫トロンボーン3［平尾孝夫(tb)、
遠藤光夫(g)］

1

出
O S18:30 19:30-22:00
熊谷とも子＆トリオ［熊谷とも子(vo)、
近藤洋(p)、サリー佐藤(b)、竹田享(ds)］

2
12
（土）

出
O S15:00 15:30-17:30
中村＆長岡ボサノバンド［中村善郎
(vo,g)、長岡敬二郎(パンデイロ)］

1

出
O S18:30 19:30-22:00
村田浩BopBand［村田浩(tp)、岡田嘉満
(ts)、紅野智彦(p)、矢野伸行(b)、宮岡慶
太(ds)］

2
13
（日）

中区末広町2-5大信ビルB1
☎ 045-261-0272

出
O S19:00 19:45-22:20
里見紀子トリオ［里見紀子(vn)、井上ゆか
り(p)、平岡遊一郎(g)］

12
（土）

出
O S19:00 19:45-22:20
古谷享子カルテット［古谷享子(as)、山田
メイ(p)、磯部英貴(b)、Jun Saito(ds)］

13
（日）

中区相生町1-15第二東商ビルＢ１
☎ 045-225-8161

出

O S14:30 ①15:00-16:00
②18:00-19:00

Liver Birds［モリユウ(g)、ミノール(b)、
スパイク(g)、フナッター(ds)］

12
（土）

出

O S15:00 ①16:00-17:00
②18:00-19:00

①マーラエア（アマチュア）
②メタボリックス（アマチュア）

13
（日）

中区山下町215
☎ 045-662-3966

出
O S16:00 19:00-23:30
ウィンドジャマーカルテット［嘉山広信
(b)、今田あきら(p)、白沢悦朗(ds)、皆川
享(sax)］

12
（土）

出
O S16:00 18:30-23:00
嘉山広信トリオ［嘉山広信(b)ほか］13

（日）

中区相生町5-86第２ホームベースビル402
☎ 045-228-8869

出
O S15:00 15:40-16:30

16:50-17:30
道下和彦ギター＆ボーカル［道下和彦
(g)、市川美鈴(vo)、寝占友梨絵(vo)］

1

出
O S18:30 20:00-20:40

21:00-21:30

15:40-16:30
16:50-17:30

20:00-20:40
21:00-21:30

井上信平＆Friends［井上信平(fl)、田中
裕士(p)、斉藤クジラ誠(b)、藤井摂(ds)］

2
12
（土）

出
O S15:00
松井イチロー＆「La Norche」［松井イチ
ロー(per)、内山永人(per)、吉田敦(p)、石
井圭(b)、中雅志(tb)、大堰邦郎(sax)、伊
計博司(tp)］

1

出
O S18:30
深井克則スーパートリオ［深井克則(p)、
八尋洋一(b)、加納樹麻(ds)］

その他サービス：10/14～12/31ジャズプロ2019のバッ
ジ提示で指定ドリンクサービス

その他サービス：ライブチャージ700円

その他サービス：バッジ提示で２ドリンク付（または１ド
リンク・１フード付）

その他サービス：バッジ提示でドリンク一杯無料2

13
（日）

中区太田町1-11-3グリーンビル4F
☎ 045-664-6162

出
O S14:30 15:00-18:00
安井鉄太郎Trio［Nori Ochiai(p)、高木
遊馬(b)、安井鉄太郎(ds)］

1

出
O S18:30 19:00-22:00
Monday Night Orchestra［竹内直
(ts)、中山拓海(as)、田中邦和(bs)、赤塚謙
一(tp)、谷殿明良(tp)忍田耕一(tb)、武藤
勇樹(p)、大塚義将(b)、吉岡大輔(ds)］

212
（土）

出
O S14:30 15:00-18:00
友金まゆみQuartet［Gio Guido(g)、友
金まゆみ(p)、南山拓郎(b)、二本松義史
(ds)］

1

出
O S18:30 19:30-22:00
渡辺典保Quartet［渡辺典保(sax)、永井
隆雄(p)、細川正道(b)、佐々木豊(ds)］

2
13
（日）

入
替
有

入
替
有

入
替
有

中区花咲町2-68-4 2F
☎ 045-242-6324

出
O S18:45 19:15-
ジャムセッション、池田聡(b・p)12

（土）

出
O S18:45 19:15-
吉光寺智子(vo・p)、須古典明(g)13

（日）

中区本町6-52本町アンバービルB1
☎ 045-671-1601

出
O S11:30 12:00-18:30
プロムナードだよ♪プロからアマまで
全員集合!!

1

出
S 19:00～22:30
ジャムセッション[Hiro Yamanaka(g)
カルテット]

2
12
（土）

出
O S11:30 12:00-18:30
プロムナードだよ♪プロからアマまで
全員集合!!

1

出
S 19:00～22:30
ジャムセッション[朝倉由里(p)、畠山芳
幸(b)]

2
13
（日）

よいどれ伯爵ドルフィー
中区宮川町2-17-4第一西村ビル2F

☎ 045-261-4542

出
O S14:00 15:00-17:00
小室響トリオ［小室響(p)他］

1

出
O S18:30 19:30-22:00
板橋文夫ジャズオーケストラ［板橋文夫
(p)、太田惠資(vn)、林栄一(as)、 纐纈稚
代(as)、瀬尾高志(b)、竹村一哲(ds)他］

2
12
（土）

出
O S14:00
キャロル山崎3［キャロル山崎(vo)、安齋
孝秋(p)、小澤基良(b)］

1

出
O S18:30

15:00-17:00

19:30-22:00
グレース・マーヤ グループ［グレース・
マーヤ(vo・p)他]

2
13
（日）

Me gusta（メグスタ馬車道） ウィンドジャマー kt.BearsA.B.SMILE

ジャムセカンドKing's Bar

凡例：　　＝開場、　　＝ショウタイム、　　＝出演　　出O S

中区大和町1-18
☎ 045-232-4657

出

O S15:00 15:20-2ステージ

ジャズとクラシック コラボライブ［進藤
陽悟(p)、須藤恵(vo)、三田井文(p)］

1
O S19:00 19:15-2ステージ2

出

O S15:00 15:20-2ステージ

いわし［井上尚彦(ds)、和佐田達彦(b)、進
藤陽悟(p)］

1
O S19:00 19:15-2ステージ2

12
（土）

13
（日）

入
替
有

入
替
有

おとくらぶ♪WARANE♪

出
O S14:30 15:00-17:30
荒南前渡カルテットセッション［荒木俊
一(cl・as)、南保ひとみ(p)、前田幸一(b)、
渡久地尚史（ds）］

1

出
O S18:30 19:00-21:30
山野友佳子トリオ［山野友佳子(p)、井上
陽介(b)、長谷川ガク(ds)］

2
12
（土）

出
O S14:30 15:00-17:30
安室裕之トリオ＋２［安室裕之(g)、河本
泰輔(b)、新谷康二郎(ds)、ゲスト:萩谷清
(g)、Satsuki(vo)］

1

出
O S18:30 19:00-21:30
ムレさん＋峰厚介Duo＆セッション［中
牟礼貞則(g)、峰厚介(ts)］

2
13
（日）

神奈川区白楽100-5 2F
☎ 045-717-7139

入
替
有

入
替
有

ブルース・エット

その他サービス：飲み放題

港北区菊名7-5-10菊名アメニティー1-B
☎ 090-9670-1016

出
O S19:00 19:00-23:00
ジャムセッション

出
O S19:00 19:00-23:00
ジャムセッション

12
（土）

13
（日）

Kikuna Jam

その他サービス：バッジ提示でドリンク100円off

西区北幸2-7-10高見澤ビルB1-A
☎ 045-311-3519

出

O S19:00 ①19:30-20:30
②21:00-22:30

田村博デュオ［田村博(p)、幡野謙司(b)］

出

O S19:00 ①19:30-20:30
②21:00-22:30

VTBジャム［木越守司(as)、関口由浩(p)、
佐々木梯二(b)］

12
（土）

13
（日）

ジャムラボ

入
替
有

入
替
有

横浜元町
ショッピングストリート
デキシーランドパレード
デキシーランドジャズバンドが、

元町を練り歩きます！

13日（日）
出演：外山喜雄とデキシー・セインツ

※ジャズクラブへの入店には新たにミュージックチャージが必要になりま
した。バッジ提示での無料入店はできませんのでご注意ください。プロ
グラム記載のライブに限り、バッジの提示でミュージックチャージが
1,000円になります。各店舗でお支払いください。（通常のミュージック
チャージが1,000円未満の店舗では各店舗指定額）。

※ジャズクラブでは、満席などにより入店をお断りする場合がござい
ます。バッジ有りでも入場の保証はできませんのでご了承ください。

1 2＊入替有＝　　と　　のステージ間にお客様は入替となります

12日（土） ①14:00  ②15:30

①12:00  ②13:30



133

桜木町駅前桜木町駅前
馬車道駅前馬車道駅前

横浜第二
合同庁舎
横浜第二
合同庁舎

万国橋・
ワールドポーターズ前
万国橋・
ワールドポーターズ前

赤レンガ倉庫・
マリン＆ウォーク
赤レンガ倉庫・
マリン＆ウォーク

新県庁前新県庁前

日本大通り日本大通り

中華街（朝陽門）中華街（朝陽門）

山下公園前山下公園前

大桟橋（入口）大桟橋（入口）

大さん橋
客船ターミナル
大さん橋
客船ターミナル

みなとみらい大通みなとみらい大通

4丁目駐車場4丁目駐車場

みなとみらい４丁目みなとみらい４丁目

とちのき通りとちのき通り

新高島駅前新高島駅前

みなとみらい駅前みなとみらい駅前

クイーンズスクエアクイーンズスクエア

展示ホール展示ホール
パシフィコ横浜パシフィコ横浜

国際橋・カップヌードルミュージアム前国際橋・カップヌードルミュージアム前

マリンタワー前マリンタワー前

KAAT神奈川芸術劇場

横浜赤レンガ倉庫１号館

ジャムラボ

7

6

kt.Bears

5

2

1
3

4

ランドマークプラザ サカタのタネ ガーデンスクエアランドマークプラザ サカタのタネ ガーデンスクエア

そごう横浜店2F はまテラス

あかいくつ観光スポット
周遊バス

みなとみらいルート

中華街・元町ルート

10月12・13日
は、

「あかいくつ」
車内・

「横浜市営地下鉄駅
」構内で

ジャズのBGM
が

流れます！

横濱JAZZPROMENADE 実行委員会事務局

☎045-211-1510お問合せ （公益財団法人横浜市芸術文化振興財団内）
平日

9:00～17:00

1
中区本町1-6　☎045-201-0708

横浜市開港記念会館
・ JR根岸線
・ 市営地下鉄線「関内」
・ みなとみらい線
　「日本大通り」下車
・あかいくつ「新県庁前」下車

5
中区住吉町4-42-1　☎045-662-1221

関内ホール

2
［横浜メディアビジネスセンター1F］ 中区太田町2-23

ヨコハマNEWSハーバー
・ JR根岸線
・ 市営地下鉄線「関内」
・ みなとみらい線
　「日本大通り」下車
・あかいくつ
  「日本大通り」下車

6
中区新港1-1-1　☎045-211-1515

横浜赤レンガ倉庫１号館

3
中区山下町281　☎045-633-6500

KAAT神奈川芸術劇場 ・ JR根岸線
・ 市営地下鉄線「関内」
・ みなとみらい線
　「日本大通り」下車
・あかいくつ「中華街」下車

4
中区山下町281

NHK横浜放送局1F ・ JR根岸線
・ 市営地下鉄線「関内」
・ みなとみらい線
　「日本大通り」下車
・あかいくつ「中華街」下車

7
西区みなとみらい2-3-6　☎045-682-2000

横浜みなとみらいホール
・ JR根岸線
・ 市営地下鉄線「桜木町」
・ みなとみらい線
　「みなとみらい」下車
・あかいくつ「クイーンズ
  スクエア」下車

・ JR根岸線
・ 市営地下鉄線「関内」
・ みなとみらい線
　「馬車道」下車

・ みなとみらい線
　「馬車道」
　「日本大通り」下車
・あかいくつ「赤レンガ倉庫・
  マリン＆ウォーク」下車


