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横濱 JAZZ PROMENADE
公式ウェブサイト

も今 も昔 はャズジ 横浜！ももも今今今 ももも昔昔昔 はははャャャズズズジジジ 横横横浜浜浜！！！

※新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、開催を断念する場合があります。

https://jazzpro.jp/

開 催 中 止



「街全体をステージに」を合言葉に、1993年に始まった横濱 
JAZZ PROMENADE（ジャズプロ）は今年29回目を迎えます。横浜
の街を象徴する新旧様々な場所でジャズの音が響き、秋の横浜を彩りま
す。マップとタイムテーブルを見ながら、音楽とともに街並みも楽しんで。
【ホール】フリーパスチケットをお求めいただくと、4ホール5会場を好き
に巡ることができます。当日はチケットをバッジに交換し、ぜひ色々な会場
を回ってみてください。
【ジャズクラブ】ホールのライブが終わったらジャズクラブへ！個性あふれ
るお店で、食事やドリンクとともにジャズサウンドに酔いしれましょう。
【街角ライブ】アマチュアミュージシャンを中心に駅前、駅ナカ、　
　　ショッピングモールなどで無料で楽しめる街角ライブ。　
　　　　　　　ビッグバンド、コンボ、ちょっと変わった
　　　　　　　　　　編成のバンドも･･･。

横浜 JAZZ協会 副理事長
横濱 JAZZ PROMENADE プログラムディレクター

小針俊郎

新型コロナウイルス感染拡大の影響は、芸術文化の分野
に対しても大きな影響を及ぼし、これまで当たり前のように
楽しめていた演奏活動やライブ鑑賞が行えず『生の音楽を楽し
む』機会が大きく減少してしまいました。そのような状況の中でも
演奏・鑑賞双方の『身近な芸術文化活動』は、人々の生活に潤いと活
力を再び取り戻す助けとなります。私たちは「横浜のジャズの灯を
絶やさない」「JAZZで横浜を元気にしたい」との想いで2021年の
開催を決断しました。実施に際しては、お客さまもミュージシャ
ンも安心してご参加いただけるよう、各種感染防止対策を講じ
ます。しかしながら感染状況によっては開催を断念しなけれ
ばならない場合もあることを覚悟しています。
10月に皆さまと共にJAZZを楽しめる日が来る

ことを望みます。

ごあいさつごあいさつ

横濱 JAZZ PROMENADE（ジャズプロ）は1993年の第1回から27会場151のステージで演奏が行われ、
ホール・ライヴも7会場で穐吉敏子をはじめプロ・ミュージシャン250人が登場する大型イベントだった。

長くプログラムディレクターを務めた柴田浩一らも、多くのステージを偏りなく如何に彩り豊かなもの
にするか腐心したのである。
　こうなると全てのスタイルを取り揃えるという意味で網羅性は担保できるが、一面総花的になら
ざるを得ない。「たくさんあり過ぎて、何処のホールに行けばよいのか？」という、ファンの声を聞く
こともあった。そこで2019～20年と台風やコロナ禍という災厄に見舞われ、今回は3年ぶりの開催と
なるジャズプロでは、テーマ性、特集性を重視するプログラムを組むことにした。久しぶりにジャズプロに
来場されるお客様に「分かり易さ」と「親しみ易さ」を覚えていただくためである。
　そのハイライトは10月9日（土）関内大ホールの14:00から3つのステージが連続する「マイルス・デイヴィス
特集」だ。ご存知のようにマイルスは1944年のデビュー以来、亡くなる1991年までのおよそ50年間、常に
ジャズ界を牽引革新し一貫してスターの座にあった。その変化は、並みの音楽家なら一生をかけてやるようなこと
を10年単位で現前させ、歴史を塗りかえていった。ファンはこの底知れぬ創造力に魅せられるのだ。このステー
ジには、マイルスを敬愛し日頃から研究怠りない3人のトランペッターがリーダーを務めるグループが登場す
る。主に1950年代のジョン・コルトレーンらを擁したセクステット時代の音楽を高瀬龍一。60年代の
ウェイン・ショーター、ハービー・ハンコックらによるニュー・クインテット時代を中村恵介。『イン・
ア・サイレント・ウェイ』『ビッチェズ・ブリュー』以降のエレクトリック・マイルス時代を類家
心平という現在のトップ・プレイヤーが担当する。

　2年のブランクを乗り超えてジャズプロがお届けするこのスペシャル企画
にご期待頂きたい。

没後30周年を迎える
マイルス・デイヴィスの
大特集プログラム

没後30周年を迎える
マイルス・デイヴィスの
大特集プログラム

横濱 JAZZ PROMENADE
の楽しみ方

横濱 JAZZ PROMENADE
の楽しみ方
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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、https://www.keikyu.co.jp/

横浜1DAY
きっぷ

京急電鉄

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

〈沿線の魅力発信中♪〉「Instagram【公式】みなとみらい線」

https://www.instagram.com/mm21railway_official/

みなとみらい線
一日乗車券

横浜高速鉄道

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）・連節バス

BAYSIDE BLUE・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）市内に約80施設の提携店あり。みなとぶらり

シーバスチケットも好評販売中

みなとぶらり
チケット

横浜市交通局

根岸線「横浜～新杉田」間の普通列車（快速含む）の普通車
自由席と横浜高速鉄道（みなとみらい線）が乗り降り自由
のきっぷで、おとな530円こども260円。横浜エリアへの
観光やショッピングに便利です。
お求め・お問い合わせは、ＪＲ東日本根岸線「横浜～新杉
田」間の各駅（指定席券売機、みどりの窓口および一部の自
動券売機）、びゅうプラザ横浜駅へ。
https://www.jreast.co.jp/tickets/info.aspx?GoodsCd=2483

ヨコハマ・
みなとみらいバス

JR東日本

※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。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。

◆前売券は公演当日、ホール会場でバッジ（フリーパス）と交換してからご入場ください。
　【引換所】各ホール会場　【引換時間】13：00～18：00
◆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（https://jazzpro.jp）でご確認ください。

当日券 小学生
無料6,000円

ひとり券

※発券手数料はお客様のご負担となります。※両日券の販売はありません。

前売券
発売日 5,000円

ひとり券

※1枚につき1名様指定日のみ有効
9,000円
ペア券

※1枚につき2名様指定日のみ有効9月1日（水）～2021年

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チケット

◆都合により公演内容の一部を変更する場合があります。ご了承ください。
◆未就学児のホール会場への入場はお断りいたしております。
◆ホール会場での許可のない撮影・録音・録画は一切禁止させていただいております。その
　ような行為が発見された場合、退場もしくは公演を中止させていただく場合もございます。
◆出演者の入待ち、出待ちはお控えください。
◆酒類・ペット・危険物の持ち込みはできません。
◆会場間の移動は、徒歩または公共交通機関などをご利用ください。
◆会場内で係員の指示及び注意事項に従っていただけない場合、入場をお断りする場合
　があります。また開演中の入場については制限させていただくことがあります。
◆会場内で係員の指示及び注意事項に従わずに生じた事故については、主催者は一切責
　任を負いません。

◆会場によって満席の場合は、他会場へお回りいただく場合があります。
◆会場での物販は行いません。
◆チケットおよびバッジは、１枚につき1回・指定日に限り有効です。
◆チケットおよびバッジは、いかなる場合（紛失、消失、破損等）でも再発行しません。
◆不可抗力（天災地変、戦争、内乱、ゼネスト、法律命令、行政措置、感染症、その他）により
　チケットおよびバッジに表記された日にちの興行を中止する以外、チケット購入後の
　券種変更・払い戻しはできません。
◆不可抗力による興行中止の場合の払い戻しは、所定の期間内に限り所定の場所で行い
　ます。但し、チケットおよびバッジを破損、紛失、著しく汚損し判読しがたい場合、払い　
　戻しはできません。
◆公演の中止や延期の場合、旅費等の補償はできません。

注
意
事
項

チケット販売
チケットぴあ Ｐコード：10/9券：201-819
　　　　　　　　　　  10/10券：201-821

ローソンチケット
Ｌコード：71854

関内ホール 磯子区民文化センター杉田劇場

（自動音声Ｐコード入力）
☎0570-02-9999

♪チケット情報チケット情報チケット情報チケット情報

横濱 JAZZ PROMENADE 実行委員会事務局 （公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団内）お問合せ
※8月17日時点での情報です。

TEL 045-211-1510 （平日 9:00～17:00）

注
意
事
項

本公演はお客様、出演者、スタッフの新型コロナウイルスへの感染防止と安全確保を
目的として、政府、自治体より発表または要請される最新の情報・ガイドラインを遵守
し、下記の感染防止対策を行った上で、細心の注意を払い実施させていただきます。

◆次のような症状がある場合には、ご来場をお控えください。
1．発熱があり検温の結果、37.5℃以上の発熱があった場合
2．風邪の症状がある場合
3．新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合
4．過去2週間以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域
　への訪問歴及び当該在住者との濃厚接触がある場合　等

◆ホール会場ご入場時に、手指の消毒および検温器もしくはサーモグラフィーによる
　検温にご協力をお願いいたします。
◆必ずマスクをご着用の上、ご入場をお願いいたします。マスクを着用でないお客様の
　ご入場はお断りさせていただきます。入場後も会場内では常にマスクのご着用をお
　願いいたします。
◆飛沫による感染予防のため、大きな声での会話もお控えいただくようお願いいたします。
◆密集をさけるため、周囲の方との間隔を確保いただき、通路、会場ロビー等での滞留
　はお控えくださいますようお願いいたします。
◆ホール会場内でのご飲食はお控えください。
◆その他、感染症対策のためスタッフがお声がけさせていただく場合がございます。
　ルール、マナー、感染防止対策を守ってご鑑賞いただきますよう、ご協力をお願いい
　たします。

ジャズプロの取り組み

会場での注意事項

実際にご来場されるお客様は感染予防として、下記内容をご確認のうえご来場ください。
ご来場の皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。

ご来場の際の注意事項

新型コロナウィルス感染症対策について新型コロナウィルス感染症対策について

◆毎朝入館時に、出演者・スタッフ・係員全員に検温と体調確認を実施のうえ、配置につくものとし、発熱等
　の症状があるときは業務にはつきません。
◆スタッフはマスクを着用します。なお一部スタッフは手袋、フェイスシールドを着用する場合があります。
◆会場の空調設備を使用し、開演中も常時空気の入れ替えを行います。
◆手すり、ドアノブ、照明スイッチ等、感染リスクの高い箇所を中心に、定期的に会場内の巡回消毒を行い
　ます。

岩間市民プラザ

横浜にぎわい座 吉野町市民プラザ 市内参加ジャズクラブ

開 催 中 止



最近「ジャズって、どうやって聴けばいいかわからない」という方と多く出
会う。興味をもてど触れ合い方がわからないというハードルの高さは、
2021年の今もやはりまだ存在するようだ。
　では実際に、どうやって聴けばいいだろう。まずはオーディオの前に鎮
座し、タバコをくゆらせ、コルトレーンを大音量でかけて……という時代
は残念ながらとっくに終焉を迎えている。いまや私たちは一生かかっても
聴き終わることがないほどの膨大な音楽に、指一本でアクセスすることが
できるのだ。選曲の基準となるのも小難しい説法や分厚い辞典ではなく、
あくまで自らの興味、好み、気分である。しかしこれだけ多くの音楽があふ
れていると、今度は逆に何を聴いていいかわからなくなる。だからすこし
でも興味を持っているなら、まずは多様な音楽の集まるフェスで、生の演
奏に触れることをお勧めする。
　９日のラインナップは、エンタテインメント性の強い音から、王道のス
ウィング、バップ、そして即興芸術の芯を捉えた演奏まで、幅広い世代／

ジャンルをラインナップ。好みに合わせて会場を行き来することができる。
　中でも注目のプログラムは、マイルス・デイヴィス(tp)の没後30年を飾
る一大クロニクル。その生涯をバップ／モード／エレクトリックの３期に
分け、国内を代表するトランペッター３人が独自の視点で演じてみせる。
単なる模倣には終わらず、オリジナリティあふれるサウンドを聴かせてく
れるに違いない。
　また浅利史花(g)、梅井美咲(p)、江澤茜(as)、石原雄介(b)といった若い世
代の実力派が初登場となることも見逃せない。現代のフィルターを通して
生まれる鮮烈なサウンドは、どれもジャズプロが自信を持っておすすめす
るものだ。
　総じて、ジャズに正しい聴き方などない。まずは楽しむこと。楽理や背景
を知り快楽の泥沼にハマるのは、もう少し後でかまわない。

　 横浜 JAZZ協会 理事　横濱 JAZZ PROMENADE プログラムディレクター　大伴公一

10月9日　 タイムテーブル♪♫

10/9（土）は、NHK横浜放送局のスタジオからもFM放送でお送りします！
主催：NHK横浜放送局  ※詳細は、NHK横浜放送局ホームページをご確認ください。

NHK横浜放送局
連携企画 「はま☆キラ！」Special Jazz Live

関内ホール
大ホール

関内ホール
小ホール

横浜市
開港記念会館

横浜赤レンガ倉庫
1号館

ヨコハマ
NEWSハーバー

三管セクステットで、高瀬
が50年代マイルス研究の
結晶を披露する （Ｋ）

高瀬龍一
セクステット

14：00～15：00

横浜市出身の名手が、モー
ド期のマイルス・サウンド
を現代に甦らせる （O）

中村恵介
クインテット

15：45～16：45

世界で高い評価を受ける類
家心平が、横浜から奏でる
エレクトリック・ジャズ （O）

RS5pb

17：30～18：30

ベースの巨匠、納浩一をト
リオに加えた福井ともみの
新境地を聴く （Ｋ）

福井ともみ
スペシャルトリオ

14：00～15：00

大 山 日 出 男 が 即 興 の 神
チャーリー・パーカーに敬
意を表する舞台 （Ｋ）

15：45～16：45

クラリネットの名人が聴か
せる、心地よいモダン・ス
ウィング （O）

谷口英治
カルテット

17：30～18：30

楽しくもスリリングなジャ
ズ・ピアノの核心。山本剛の
熟練の技 （Ｋ）

山本剛トリオ

14：00～15：00

近年頭角をあらわすサック
ス奏者が、リーダーとして
ジャズプロに初登場! （O）

江澤茜カルテット
15：45～16：45

現代日本の若き才能を堪能
する、スタイリッシュなス
テージ （O）

曽根麻央 
Brightness Of The Lives

17：30～18：30

若き女性ギタリストがカル
テットで贈る、王道のバッ
プ・サウンド （O）

浅利史花
カルテット

14：00～15：00

現役音大生にして、上原ひ
ろみとの共演も果たす才媛
がジャズプロに初登場！ （O）

梅井美咲トリオ

15：45～16：45

ベースの俊英、石原雄介が
凄腕トリオと共にジャズ
プロに初登場！ （Ｋ）

石原雄介トリオ

17：30～18：30

3年ぶりのジャズプロで、名
手と共に一意専心の精華を
聴かせる （Ｋ）

彩木香里＆カルテット
14：00～15：00

ジョイアは葡語で宝石。名
手ハクエイと共に聴かせる
ラテンの香り （Ｋ）

平賀マリカ with 
チーム “ ジョイア ”

15：45～16：45

テクニックとセンスで聴か
せるジャズ・ヴォーカルな
らこの人 （Ｋ）

豊田チカ with
小山太郎トリオ

17：30～18：30

10月9日（土）の聴きどころ10月9日（土）の聴きどころ

10月9日　 タイムテーブル土

　　スイング　　　モダン　　　コンテンポラリー　　　ラテン（ボサ・ノバを含む）　　　ワールド　　　フリー　　　オリジナル　　　スタンダードＳｗ Ｍ Ｃ Ｌ W Ｆ Ｏ Ｓt

Ｓｗ Ｓｗ

Ｍ

ＭＣ Ｃ

W

W

Ｍ Ｆ

Ｏ

Ｏ

Ｏ Ｏ

Ｓt

Ｓt

開場は1ステージ目の30分前です ※コメント：プログラムディレクター小針俊郎（K）、大伴公一（O）

大山日出男カルテット

Ｍ Ｍ

Ｍ Ｍ Ｏ

Ｍ Ｏ

Ｓt

Ｍ

ＳtＬ
Ｍ

Ｍ ＳtＳｗ

ＯＭ
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10月10日　 タイムテーブル10月10日　 タイムテーブル♪♫日

　10月10日（日）のメイン・イベントは、関内大ホールに登場する三つの
ビッグバンドだ。登場順にジェントル久保田（tb、MC）率いる「Gentle 
Forest Jazz Band」。中村誠一（ts、cl）と娘の紗理（vo）、そしてダンス・グ
ループ、リンディ・ホッパーズを率いる戸山雄介の3人がリーダーを務める
「ザ・ストンパーズ」。そしてジャズプロのトリはこの人、板橋文夫（p）がゲ
ストとして森山威男（ds）、峰厚介（ts）を迎え精鋭12人のミュージシャン
で編成する「スペシャル・バンド」だ。
　ビッグバンドは1920年代にフレッチャー・ヘンダーソンが巧緻な編曲
手法を編み出して完成されていく。アレンジという概念が導入されること
で、それまでアフリカン・アメリカンの歴史、共同体の集団的記憶から生成
されてきたジャズに普遍性が生まれる。この瞬間、黒人の文化だったジャ
ズが誰にでも参加可能な世界文明になった。ヘンダーソン・アレンジを譲
渡されたベニー・グッドマンが、白人だけの13人のバンドで一世を風靡し

たのはジャズ史上の一大事件だったのである。
　「Gentle Forest Jazz Band」はリーダー久保田の軽妙なキャラク
ター、女性コーラス「ジェントルフォレスト・シスターズ」のキュートな魅
力で人気があるが、バンドの本質はこうしたジャズのビッグバンドの伝統
を踏まえた堂々たるものだ。
　「ザ・ストンパーズ」は1960年代後半にフリー・ジャズで時代の寵児とな
り、今や大御所の風格を持つ中村誠一が、ジャズの本質はスウィングとダ
ンスに在りと漸悟して、紗理と共に結成したバンドだ。ベニー・グッドマン
他のスウィング・ナンバーに乗って踊るリンディ・ホッパーズのダンスも
楽しめる。
　板橋文夫のバンドはジャズの伝統、前衛性、「和ジャズ」などという軽薄
な言葉では言い表せない日本人ならではの土着性に魅力がある。
　このほか、ちぐさ賞の松岡杏奈、若手アルトの中島朱葉、鈴木良雄のThe 
Blend、テナーの名手・鈴木央紹、竹内直など、新人、中堅、ベテランが技を
競うステージにご期待いただきたい。

横浜 JAZZ協会 副理事長　横濱 JAZZ PROMENADE プログラムディレクター　小針俊郎

関内ホール
大ホール

関内ホール
小ホール

横浜市
開港記念会館

横浜赤レンガ倉庫
1号館

ヨコハマ
NEWSハーバー

10月10日（日）の聴きどころ10月10日（日）の聴きどころ

三つのビッグバンド、コンボ、
ヴォーカリストまでジャズの魅力を満載

茶目っ気は表看板。軽妙重
厚が織成すジェントルサウ
ンドを聴こう （Ｋ）

Gentle Forest 
Jazz Band

14：00～15：00

ジャズとダンスが不可分
だった時代の本物のスウィ
ングを聴かせる （Ｋ）

中村誠一＆紗理 
ザ・ストンパーズ

15：45～16：45

トリのステージはこの人。
森山、峰をゲストに板橋
ワールドが全開 （Ｋ）

板橋文夫オーケストラ+
特別ゲスト～
森山威男・峰厚介

17：30～18：30

ベースの長老が峰や若手を
迎え、世代を超越したジャ
ズを奏でる （Ｋ）

鈴木良雄
The Blend

14：00～15：00

2017年のジャズプロコン
ペでグランプリを獲得し
た、期待のギタリスト （O）

浅葉裕文
スウィンギンギタートリオ

15：45～16：45

17：30～18：30

バップ・サックスの注目株
が、1stアルバムのメンバー
と共に出演 （O）

14：00～15：00

サックス、オルガン、ドラム
という編成で奏でる、クー
ル＆ホットなジャズ （O）

鈴木央紹
オルガントリオ

15：45～16：45

常にリアルなジャズを追求
する竹内がベスト・メン
バーで登場する （Ｋ）

竹内直
スペシャルカルテット

17：30～18：30

ちぐさ賞受賞。日米最高の
音楽教育を受けた松岡の
21世紀のジャズ （Ｋ）

14：00～15：00

15年ぶりの新作も好評！
親しみやすいメロディ感覚
を備えたネオバップ （O）

15：45～16：45

もはや美人ピアニストの称
号は不要。演奏力音楽力が
彼女の武器だ （Ｋ）

17：30～18：30

2016年の"ちぐさ賞"を受
賞した和田が、朋友の松本
とデュオで登場 （O）

中島朱葉カルテット 松岡杏奈カルテット

太田剣カルテット

高木里代子トリオ

和田明×松本圭使

14：00～15：00

近年良作を多く発表する
レーベルが、オールスター・
メンバーで出演 （O）

Steelpan 
Records All-Stars

15：45～16：45

紐育の夜会。その良き時代
の粋を伝えるナオミの艶や
かなステージ （Ｋ）

ナオミ・グレース＆
本田富士旺トリオ

17：30～18：30

　　スイング　　　モダン　　　コンテンポラリー　　　ラテン（ボサ・ノバを含む）　　　ワールド　　　フリー　　　オリジナル　　　スタンダードＳｗ Ｍ Ｃ Ｌ W Ｆ Ｏ Ｓt

Ｌ Ｏ Ｓt

Ｓｗ Ｍ

Ｓｗ Ｍ Ｓｗ Ｍ

開場は1ステージ目の30分前です ※コメント：プログラムディレクター小針俊郎（K）、大伴公一（O）

※この情報は8月17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があります。

赤松敏弘meetsハクエイ・キム
with市原ひかり、小山太郎、
須川崇志、酒井麻生代 SPB

名手揃いの豪華メンバーと共に、
赤松のジャズのソウルが炸裂する （Ｋ）

Ｓｗ Ｃ

Ｓｗ Ｍ Ｃ

Ｓｗ Ｍ Ｃ Ｌ

W Ｆ

Ｏ

Ｏ

Ｏ Ｓt
Ｓｗ Ｍ Ｃ

Ｃ Ｏ

Ｏ Ｓt

Ｏ Ｓt Ｍ Ｃ Ｏ

Ｍ Ｃ Ｏ Ｓt
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Ｓt

Ｓｗ Ｍ Ｃ Ｏ Ｓt
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料金
大人 [18~64 歳 ]…¥1000　65 歳以上・高校生…¥800
小・中学生………¥500　幼児 [4 歳以上 ]……¥200

営業時間　10:00~21:00 ( 最終入場 20:30)
●新型コロナウイルス感染拡大防止及びまん延防止対策のため、時短営業に変更する場合があります。
●毎週土曜日および夏休みほか特別期間は 22:00 まで営業。
●特定日を除き年中無休。●混雑時には最終入場時間を繰り上げる場合があります。
●予告なく営業時間を変更する場合があります。

お問い合わせ
〒220-8169　横浜市西区みなとみらい 2-2-1
                              スカイガーデン事務局　TEL 045-222-5030   FAX 045-222-5039　　　　　　

スカイガーデンは、横浜ランドマークタワー 69 階
273ｍに位置する横浜を一望できる展望フロア。
360°絶景を堪能しながら、
横浜を「知る」「味わう」「買う」楽しみを散りばめました。
いつもよりゆっくり流れる時間を、心ゆくまで。

高さ273mからの珠玉の夜景とジャズギターを楽し
む横濱 JAZZ PROMENADE 2021プレイベント。
横浜ランドマークタワーとジャズプロのコラボレー
ションでスペシャルなひとときを･･･。

※鑑賞無料（要スカイガーデン入場料。左記をご参照ください。）

Club 273～夜 JAZZ
at the 横浜ランドマークタワー スカイガーデン
Club 273～夜 JAZZ
at the 横浜ランドマークタワー スカイガーデン

9月10日金
19:00

出演  井上 銘 (g)
※新型コロナウイルスの感染状況などにより、開催を見送る場合があります。

133

桜木町駅前桜木町駅前

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

中華街（朝陽門）中華街（朝陽門）

元町入口元町入口

山下公園前山下公園前

大さん橋
客船ターミナル
大さん橋
客船ターミナル

ぴあアリーナＭＭぴあアリーナＭＭ

横浜駅前
[東口バスターミナル]
横浜駅前
[東口バスターミナル]

神奈川大学ＭＭキャンパス前神奈川大学ＭＭキャンパス前

みなとみらい４丁目みなとみらい４丁目

馬車道駅前馬車道駅前

ハンマーヘッドハンマーヘッド

新高島駅前新高島駅前

マリンタワー前マリンタワー前

も今 も昔 はャズジ 横浜！ももも今今今 ももも昔昔昔 はははャャャズズズジジジ 横横横浜浜浜！！！

会場案内MAP

高島中央公園高島中央公園

パシフィコ横浜ノースパシフィコ横浜ノース

カップヌードルパーク・
ハンマーヘッド入口
カップヌードルパーク・
ハンマーヘッド入口

大さん橋入口大さん橋入口

赤レンガ倉庫前赤レンガ倉庫前

中華街入口中華街入口
山下町山下町

山下公園前山下公園前

山下ふ頭山下ふ頭

横浜駅改札口前横浜駅改札口前

日本大通り日本大通り

パシフィコ横浜パシフィコ横浜

kt.Bears

横浜赤レンガ倉庫１号館

JR横浜駅待合広場
「SOUTH COURT」（中央南・南改札内）

CIAL桜木町ANNEX

野毛Junk

Cafe & Bar うっふ
ジャズカフェGIG

ジャズ喫茶ちぐさ
ジャムセカンド

7th AVENUE

横浜市役所アトリウム
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

会場の移動には
バスが便利♪
BAYSIDE BLUE ルート

あかいくつ周遊ルート

10月9・10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！

鳥
浜

首
都
高
速
湾
岸
線

三井アウトレットパーク
横浜ベイサイド

金
沢
シ
ー
サ
イ
ド
ラ
イ
ンおとくらぶ♪WARANE♪
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ジャズ、R&B、昭和歌謡など、幅広いレ
パートリーと豊かなハーモニーを合わ
せ持つヴォーカルトリオ「横濱シスター
ズ」が街角ライブに登場！

9日土街角ライブ
スペシャルステージ
街角ライブ
スペシャルステージ

ランドマークプラザ 
サカタのタネ ガーデンスクエア

横濱シスターズ

16:40  17:40
会場

時間

出演
ジャズプロでの共演がきっかけで
2015年より交流をおこなっている
「みなとみらいSuper Big Band」と、
石川県金沢市の「金沢ジュニア・ジャズ
・オーケストラ JAZZ -21」が登場。
合同演奏もあります。

9日土ジュニア
ジャズ交流

13:55  15:30時間

横浜市役所アトリウム会場

会場 時間 出演者
七詩

TMスタジオJAZZコンボチーム

Chatting Edge

FOKKSS Jazz Box

OMConnection

　　　　　　　横濱シスターズ

横濱ノスタルジア

emma

Total Funk System

praise

猫部

Carillon de Vent

都会と犬ども

Spresso

Wolf Moon Quartet

Seventh Avenue

Blue Wave

Ombrages

Sola Trio

ほんわか楽団

沢辺クマハ

Bacano NewBtex

みかてつ

A Little Cup Of Happiness

Rob Roy

Pinkuma

MY duo

Fake Sunrise Quartet

Tide

Motor Cloud

42nd Street

ジャズバンドAqua Clave

Blue Lagoon

PH meter

Orquesta de la Salud♪

ひまわり

HANAYAKA

皆川バンド

Hot Club de Yokohama

長澤邦彦カルテット

Bluish

コトブキバンド

Elegance Of Time

ランドマークプラザ
サカタのタネ

ガーデンスクエア

馬車道通り
(関内ホール前)

CROSS STREET

CIAL桜木町

CIAL桜木町
ANNEX

コレットマーレ

12:00～12 :40

12 :55～13 :35

13 : 50～14:30

14 :45～15 :25

15 :40～16 :20

16 :40～17 :40

12:00～12 :40

12 :55～13 :35

13 : 50～14:30

14 :45～15 :25

15 :40～16 :20

16 :35～17 :15

12:00～12 :40

12 :55～13 :35

13 : 50～14:30

14 :45～15 :25

15 :40～16 :20

12:00～12 :40

12 :55～13 :35

13 : 50～14:30

14 :45～15 :25

15 :40～16 :20

16 :35～17 :15

12:00～12 :40

12 :55～13 :35

13 : 50～14:30

14 :45～15 :25

15 :40～16 :20

16 : 35～17 :15

12:00～12 :40

12 :55～13 :35

13 : 50～14:30

14 :45～15 :25

15 :40～16 :20

16 : 35～17 :15

12:00～12 :30

12 : 40～13 :10

13 : 20～13 :50

14 : 00～14 : 30

14 :40～15 : 10

15 : 20～15 : 50

16 :00～16 : 30

16 : 40～17 : 10

クロスゲート

街角ライブ
スペシャルステージ

会場 時間 出演者
ハッピィ・スイング・オーケストラ

　　　　　　　The Accel Jazz Express

azbil Blue Notes

赤坂スウィングオーケストラ

ポンヌフ楽団 鹿嶋組

CAFUNÉL

トロンボン・ボラチョス

YCBジャズオーケストラ

まつビッグバンド

横浜K.G.Orchestra

High-Spec Big Band

燃えろ！ラテンヤロー達

Klutz All Stars

ひだまりサウンズ

Duke

Saxopholic

オオカワオオタ

チームくろだ

パピー

横浜市民広間演奏会

横浜市立港中学校吹奏楽部Marching Jazz Band

みなとみらいSuper Big Band

金沢ジュニア・ジャズ・オーケストラ JAZZ-21

開成ジュニアアンサンブル Super Blue Birds

山手学院　Solid Sounds Jazz Orchestra

JR横浜駅バンド ハマのヨーコはシーブリーズ

Camel City

C♭

名前はまだない

ひよじゃず

Electric Monk Trio

ONTOMO 

横浜市立大学 Second Wind Jazz Orchestra

LA BANDA DE BARRIO

かなっくジャズ・オーケストラ

Bremen Jazz Orchestra

Moonlight Orchestra

黒猫Jazz楽団

東京大学 Jazz Junk Workshop

神奈川県立横浜氷取沢高校ジャズ部JAZZY BEATS

Swing Hearts Jazz Orchestra

ZuZu.Band

関内 ShareNotes Jazz Orchestra

クイーンズサークル

クイーンズパーク

横浜市役所
アトリウム

JR横浜駅待合広場
「SOUTH COURT」
（中央南・南改札内）
共催：JR横浜駅

※

横浜ビジネスパーク
ベリーニの丘

12:00～12 :40

12 :55～13 :35

13 : 50～14:30

14 :45～15 :25

15 :40～16 :20

16 : 35～17 : 15

17 : 30～18 : 10

12 : 00～12 :40

12 : 55～13 : 35

13 : 50～14 : 30

14 :45～15 : 25

15 :40～16 :20

16 :35～17 :15

12 :00～12: 40

12 :55～13 : 35

13 : 50～14:30

14 :45～15 :25

15 :40～16 :20

16: 35 ～17 :15

12:00～12 :40

13 : 00～13 :40

13 : 55～14 :35

14 : 50～15 : 30

15 :45～16 : 25

16 : 40～17 :20

12:00～12 :40

12 :55～13 :35

13 : 50～14:30

14 :45～15 :25

15 :40～16 :20

16 : 35～17 :15

12:00～12 :40

12 :55～13 :35

13 : 50～14:30

14 :45～15 :25

15 :40～16 :20

16 : 35～17 :15

12:00～12 :40

12 : 55～13 :35

13 : 50～14:30

14 : 45～15: 25

15:40～16: 20

16: 35～17: 15

三井
アウトレットパーク
横浜ベイサイド

MARK IS
みなとみらい

本牧ジャズ祭 秋の陣
vol.8よかったバンド

9日土♪
♫

♪
♫

無 料

街角ライブ
タイムテーブル
街角ライブ
タイムテーブル

※JR横浜駅待合広場は改札内のため、きっぷ・定期券等の乗車券類または入場券が必要です

開 催 中 止



9日10日土 日

2021年11月13日（土）日時

横浜市開港記念会館会場

入場料

YOKOHAMA本牧ジャズ祭 冬の陣
アマチュアジャズバンドフェスティバルVol.10

前売1,500円／当日2,000円（自由席）

YOKOHAMA本牧ジャズ祭実行委員会（080-4361-8427）

YOKOHAMA本牧ジャズ祭 秋の陣
アマチュアジャズバンドフェスティバルVol.10

前売1,500円／当日2,000円（自由席）
(チケットは10月発売開始予定)

YOKOHAMA本牧ジャズ祭実行委員会（080-4361-8427）主催・問い合わせ

今年はルイ･アームストロング生誕
120周年。ニューオリンズから表彰も
受けている“日本のサッチモ”外山喜雄
が元町を練り歩きます！

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
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

外山喜雄と
デキシー･セインツ

❶13:00  ❷14:30
（両日とも）

時間

出演

※この情報は8月17日時点のものです。バンド名、出演時間などが変更になる場合があります。

会場 時間 出演者

ランドマークプラザ
サカタのタネ

ガーデンスクエア

馬車道通り
(関内ホール前)

CROSS STREET

CIAL桜木町

CIAL桜木町
ANNEX

コレットマーレ

クロスゲート

会場 時間 出演者
Brass Honkers

富士学苑中学高等学校 Moon Inlet Sounds Orchestra

Marble Jazz Orchestra

横濱音泉倶楽部

慶應義塾大学 K.M.P. NEW SOUND ORCHESTRA

BUDDY NOTE

Dixieland On My Mind

JUG FOUR WINDS ORCHESTRA

ぺぽよバンド

Port Nine Jazz Orchestra

S.O.L.A.

Sexy Dynamite Jazz Orchestra

三弦

ラテルミン

MASH弦楽団

みもと・たっち

unReal!

SWQ

hibara band

B&B Siu☆Star Jazz Band

植木リトゥル・エコー・アンサンブル

Undecided’92

Green Hill All Stars

Harbor Light Jazz Orchestra

カルロスJB

スポロンズ

明日は明日の風バンド

YLJQ

Ayakan’s

MACHIDA☆TRIO

Sunday Island Orchestra

Rebirth

AnneX☆ jazZ banD!

Untitled Jazz Orchestra

Chardonnay

FLYING PIGS BIG BAND

Adolescent Jazz Orchestra

JAZZ CRAZY ORCHESTRA

マルクロ・ジャズオーケストラ

Woolly Bears Jazz Orch.

KOFBB

Blue Mensis Bigband

12:00～12 :40

12 :55～13 :35

13 : 50～14:30

14 :45～15 :25

15 :40～16 :20

16 : 35～17 : 15

17 : 30～18 : 10

12 : 00～12 :40

12 : 55～13 : 35

13 : 50～14 : 30

14 :45～15 : 25

15 :40～16 :20

16 :35～17 :15

12 :00～12: 40

12 :55～13 : 35

13 : 50～14:30

14 :45～15 :25

15 :40～16 :20

16: 35 ～17 :15

12:00～12 :40

12 : 55～13 :35

13 : 50～14 :30

14 : 45～15 : 25

15 :40～16 : 20

16 : 35～17 :15

12:00～12 :40

12 :55～13 :35

13 : 50～14:30

14 :45～15 :25

15 :40～16 :20

16 : 35～17 :15

12:00～12 :40

12 :55～13 :35

13 : 50～14:30

14 :45～15 :25

15 :40～16 :20

16 : 35～17 :15

12:00～12 :40

12 : 55～13 :35

13 : 50～14:30

14 : 45～15: 25

15:40～16: 20

16: 35～17: 15

クイーンズサークル

クイーンズパーク

横浜市役所
アトリウム

JR横浜駅待合広場
「SOUTH COURT」
（中央南・南改札内）
共催：JR横浜駅

※

横浜ビジネスパーク
ベリーニの丘

三井
アウトレットパーク
横浜ベイサイド

MARK IS
みなとみらい

横浜モダンジャズクラブ

Diversity Of Groove

Soul Edge

　　　　  　　 iWATT feat. KIKKO

くま75

Half Swing

Azamino Jazz Quintet

すぎたにばんどびぶらーと

The Sticamor

WWW.TRIO

EJQ (Enjoy Jazz Quartet)

Camaro Six

S-Air

Sweet Soul Arrow

Yokohama Funk InQ

Maco's Kitchen

すずめバンド

Brass Momentum

Y & Y

Quartzite

M*S Bouquet

February Rain

GROOVIN' NUTS

アンバルワリアーズ

Chocolat Levin Biere

Birds of a feather

B'Elmo

Saxyz Brewery

Yutarhythm

Shiny Strings

エスターヒロミ＆SPIRIT

e5

Goo Goo Gumbo Bros

The Careless Flyers

ザ・ピューリッツァーズ

ZiZi

Take ONE

セブンスハイ

TAG

Largo

Trio+1

Lua

BomDia

Waltz New

12:00～12 :40

12 :55～13 :35

13 : 50～14:30

14 :45～15 :25

15 :40～16 :20

16 : 35 ～17 :15

17 : 30～18 :10

12:00～12 :40

12 :55～13 :35

13 : 50～14:30

14 :45～15 :25

15 :40～16 :20

16 : 35 ～17 :15

12:00～12 :40

12 :55～13 :35

13 : 50～14:30

14 :45～15 :25

15 :40～16 :20

12:00～12 :40

12 :55～13 :35

13 : 50～14:30

14 :45～15 :25

15 :40～16 :20

16 : 35 ～17 :15

12:00～12 :40

12 :55～13 :35

13 : 50～14:30

14 :45～15 :25

15 :40～16 :20

16 : 35 ～17 :15

12:00～12 :40

12 :55～13 :35

13 : 50～14:30

14 :45～15 :25

15 :40～16 :20

16 : 35 ～17 :15

12:00～12 :30

12 : 40～13 :10

13 : 20～13: 50

14 :00～14 :30

14 :40～15:10

15: 20～15 :50

16 : 00～16 :30

16 :40～17 :10

本牧ジャズ祭 秋の陣
vol.8よかったバンド

Basie the Last Decade Big Band
Tribute to Count Basie and His Orchestra

♪
♫

♪
♫

無 料

街角ライブ
タイムテーブル
街角ライブ
タイムテーブル 10日日

※JR横浜駅待合広場は改札内のため、きっぷ・定期券等の乗車券類または入場券が必要です

動画審査を勝ち抜いたアマチュアジャズバンド
の競演！Specialゲストの登場もあるかも…。
詳しくは、http://honmoku-jazz.com/を
ご覧ください。

動画審査を勝ち抜いたアマチュアジャズバンド
の競演！Specialゲストの登場もあるかも…。
詳しくは、http://honmoku-jazz.com/を
ご覧ください。

開 催 中 止



ジャズでつながる横浜の街！
ジャズプロ・サテライト

ジャズでつながる横浜の街！
ジャズプロ・サテライト

※チケット販売・レクチャー受付は、9/1（水）より開始します。お問い合わせは、各会場へお願いします。

ジャズプロがエリアを拡大！今年は、鶴見区民文化センター、磯子区民文化センター、緑区民文化センター、戸塚区民文化センター、
横浜市民ギャラリーあざみ野の5会場で開催します！是非、お近くの会場でジャズをお楽しみください！！（共催：横濱 JAZZ PROMENADE 実行委員会）

緑区民文化センター
みどりアートパーク

公演名

日　時

会　場

内　容

出　演

料　金

主　催

問合せ

みどりアートパーク・レクチャーシリーズ
 「ジャズを身近に感じてみよう」

10月16日（土）13：30開場　14：00開演

リハーサル室

初心者向けのレクチャー。
一般的なジャズの演奏の形式を、生演
奏を通して解説します。

〈講師・演奏〉土田晴信（org）、
〈演奏〉井上智（g）、小泉高之（ds）

1,000円

（公財）横浜市芸術文化振興財団、
緑区民文化センター

　　　　　　　　　　 045-986-2441

鶴見区民文化センター
サルビアホール

公演名

日　時

会　場

内　容

出　演

料　金

  主催・
  問合せ

Shall We Dance Whenever You Can
～踊らん哉

10月3日（日）14：30開場　15：30開演

ホール

大正期、日本初の常設の社交ダンス場として
開設された＜花月園ダンスホール＞が立地し
た鶴見区で開催するジャズとダンスを楽しむ
休日です。稲垣貴庸と彼のTNスウィング・オ
ーケストラの演奏に乗って踊るもよし聴くも
よし。豪華でダンサブルなビッグバンドサウ
ンドをお届けします。

稲垣貴庸&TNスウィング・オーケストラ、
キャロル山崎、桃井まり（vo）

前売:観客席:4,000円、舞台席:5,500円  
当日+500円　(全席指定)

(一社)横浜JAZZ協会 080-8450-1516
最新情報は会場HPをご確認ください。

磯子区民文化センター
杉田劇場

公演名

日　時

会　場

内　容

出　演

料　金

主　催

問合せ

高瀬啓伍 Boogie Magic Live
～ブギウギピアノで贈る
                     ディズニー音楽の世界～

10月16日（土） 13：30開場　14：00開演

リハーサル室 コスモス

ジャズ創成期のピアノスタイル「ブギ
・ウギ」のスタンダードナンバーと、
ディズニーミュージックのオリジナル
アレンジを盛り込んだ華やかなステー
ジをお届けします。

高瀬啓伍

1,500円

（公財）横浜市芸術文化振興財団、
磯子区民文化センター

磯子区民文化センター　045-771-1212

横浜市民ギャラリー
あざみ野　❷

戸塚区民文化センター
さくらプラザ

公演名

日　時

会　場

内　容

出　演

料　金

ムーンライト・セレナーデ／
永遠のグレン・ミラー・サウンド

10月17日（日） 13：30開場　14：00開演

ホール

宮本剣一と彼のビッグバンドによる華
麗なミラー・サウンド。何方もご存知
の有名曲がずらりと並ぶ豪華なコンサ
ートをお楽しみください。

宮本剣一ビッグバンド

前売3,000円（当日3,500円）[全席自由]

(一社)横浜JAZZ協会 080-8450-1516
最新情報は会場HPをご確認ください。

横浜市民ギャラリー
あざみ野　❶

公演名

日　時

会　場
内　容

解　説 

料　金
主　催

問合せ

Welcome! アートフォーラムあざみ野
ロビーコンサート

9月26日（日）・10月17日（日）
いずれも12：00～12：40

エントランスロビー

ジャズの名盤を最上級のオーディオ・
サウンドでお楽しみください。

大伴公一（横浜JAZZ協会理事）（10/17のみ）、
アキュフェーズ株式会社

無料

（公財）横浜市芸術文化振興財団、
アートフォーラムあざみ野

横浜市民ギャラリーあざみ野 　045-910-5656

公演名

日　時

会　場

内　容

出　演

料　金

協　力

主　催

問合せ

Welcome! アートフォーラムあざみ野
スペシャル・ロビーコンサート

10月24日（日） 12：00～12：40　

レクチャールーム

ジャズの名曲ナンバーを、若さあふれる
フレッシュな演奏でお楽しみください。

みなとみらいSuper Big Band

無料

横浜みなとみらいホール

（公財）横浜市芸術文化振興財団、
アートフォーラムあざみ野

横浜市民ギャラリーあざみ野　045-910-5656

みどりアート＆
メディアパートナーズ

主催・
問合せ

開催
予定



♪
♫JAZZ CLUB Live ScheduleJAZZ CLUB Live Schedule

BarBarBar
中区相生町1-25 若葉運輸ビル1F

045-662-6868

詳細は店舗Webサイトにてご確認ください。

https://www.barbarbar.jp/

10

9
日日

日日

土

日

よいどれ伯爵
中区末広町2-5 浜喜ビルB1

045-261-0272

17 :30→18 :15

18 :45→19 :30

西村協（vo）、藤野聡（p）

西村協（vo）、藤野聡（p）

17:30→18 :15

18 :45→19 :30

黒田ナオコカルテット
黒田ナオコ（vo）、多田誠司（ts）、井上智（g）、中村健吾（b）

黒田ナオコカルテット
黒田ナオコ（vo）、多田誠司（ts）、井上智（g）、中村健吾（b）

詳細は店舗Webサイトにてご確認ください。

http://jam-second.com/

ジャムセカンド
中区花咲町2-68-4 2F

045-242-6324

Cafe & Bar うっふ
中区宮川町2-23-4

045-315-5517

詳細は店舗Webサイトにてご確認ください。

https://oeuf-yokohama.jimdofree.com/

おとくらぶ♪WARANE♪

9
日日
土

10
日日
日

中区大和町1-18 太田ビル1F

045-232-4657

16 :00→18 :00
ピアノ連弾ユニット Rhythm Trick（リズムトリック）
LISA(p)、ひかりん(p)

16 :00→18 :00
いわし
井上尚彦(ds)、和佐田達彦(b)、進藤陽悟(p)

10
日日
日

7th AVENUE
中区山下町252

グランベルヨコハマビル B1

045-641-2484

15 :30→20 :00
PUNK! PUNK! PUNK!

https://www2.big.or.jp/～7th/contents.html?v=3

10

9
日日

日日

土

日

野毛Junk
中区野毛2-77

ニックハイムリビュレット野毛104-2F

045-242-1433 

20 :00→21:00
藤田明夫 Erumo Amigo
藤田明夫(as,fl)、岩谷耕資郎(g)、佐藤かおり(p,vo)、
今福健司(per,vo)

20 :00→21:00

21:30→22 :30

仲田美穂 LATIN TRIO
仲田美穂(p)、コモブチキイチロウ(b)、Daniel Baeder(ds)

仲田美穂 LATIN TRIO
仲田美穂(p)、コモブチキイチロウ(b)、Daniel Baeder(ds)

10

9
日日

日日

土

日

ジャズ喫茶ちぐさ
中区野毛町2-94

045-315-2006

14：30→16：30

18：00→20：00

松岡杏奈(p)

津田龍一(p,acco)、伊勢秀一郎(tp)、吉川大介(b)、
中村早智(vo)、KaoRi iTo(vo)

14：30→16：30

18：00→20：00

未定

小川恵理紗(fl)

10

9
日日

日日

土

日

BLUES ETTE
神奈川区白楽100-5

白楽駅コミュニティプラザビル2F

045-717-7139

14 :00→18：00

19 :00→21：30

ジャムセッション
ホスト：加藤隆文(g)、長嶋圭子(p)、松原健司(eb)

Cross Tenors
高橋正樹(ts)、遠藤理史(ts)、牛尾隆志(ts)、
立野修史(ts)、デニー福島(p)、近藤史朗(b)、中村幸太郎(ds)

※入れ替えあり

※入れ替えあり

14:00→18：00

19 :00→21：30

ジャムセッション
ホスト：ノゲノミーズ[小野塚豊(ts,b)、ともぴょん(tp)、
　　　　　　　　　　 田中晃二(p)、前田幸一(b)]

土田晴信(org)、岡田嘉満(ts)、小泉高之(ds)、村田浩(tp)

◆出演者および、営業時間・ミュージックチャージなどは、店舗ごとに異なるため、直接各店舗にお問合せください。◆満席などにより、入店をお断りする場合があります。◆新型コロ
ナウィルス感染症対策については、(一社)ライブハウスコミッション・NPO法人日本ライブハウス協会・日本音楽会場協会が出している「ライブホール、ライブハウスにおける新型コ
ロナウィルス感染拡大予防ガイドライン」に沿って対応しています。◆ジャズクラブの当日運営において生じたトラブルや損害に対して、当実行委員会は一切の責任を負いません。

ジャズクラブに関する注意事項

ドルフィー
中区宮川町2-17-4 第一西村ビル2F

045-261-4542

10

9
日日

日日

19 :30→22：00
板橋文夫オーケストラ
板橋文夫(p)、類家心平(tp)、後藤篤(tb)、高岡大祐(tub)、
纐纈雅代(as)、吉田隆一(bs)、太田恵資(vln)、瀬尾高志(b)、
外山明(ds)、レオナ(tap)

土

日

19 :30→21：30
グレース・マーヤ グループ
グレース・マーヤ(vo,p)、他

10

9
日日

日日

土

日

A.B.SMILE
中区太田町1-11-3 グリーンビル4F

070-7462-2020

14 :00→17 :00

18 :00→21:00

石渡雅裕(p)、安田幸司(b)、安井鉄太郎(ds)

松井玲央(g,key)、瀬戸尚幸(b)、中根一城(g)、
平山サンペイ惠勇(ds)

17 :00→20 :00
渡辺テツ(sax)、福山貴之(org)、宇山満隆(ds)

※入れ替えあり

10

9
日日

日日

土

日

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横浜関内1F

045-261-9219

14 :30→17 :00

18 :00→20 :30

柳沢JPバンド
柳沢孝子(vo)、サリー佐藤(b)、中野クニオ(p)

松芦ボーカルバンド
松本理恵子(vo)、芦名晴江(vo)、近藤洋(p)、堀川康夫(b)

14 :30→17 :00

18 :00→20 :30

北真幸バンド＋秋山和也バンド
北真幸バンド　平島悦子(vo)、池田誠(p)、伊藤聡(b)、北真幸(ds)
秋山和也バンド　遠藤由紀恵(vo)、中島由乃(p)、ヤマチハ(eb)、
　　　　　　　　秋山和也(g)

ライブ＆セッション

※入れ替えあり

※入れ替えあり

kt.Bears
中区相生町1-15 第二東商ビルB1

045-225-8161

9
日日

土

10
日日

日

美座良彦(per)、砂田知宏(p)、八尋洋一(b)

美座良彦(per)、砂田知宏(p)、八尋洋一(b)

16 :30→17 :15

18 :30→21:00

14 :00→14：40 ナルミバンド

15：00→15：40 IL DOLCE

16：00→16：40 Swing Wing

17：00→17：40 ビートモズ

18：00→18：40 SONIDO

19：00→19：40 メタボリックス

20：00→20：40 コーネルバンド

10

9
日日

日日

土

日

Me gusta(メグスタ)
中区相生町5-86

第二ホームベースビル402

045-228-8869

15：00→18:00

19：00→21:00

15：00→18:00

19：00→21:00

松井イチローとラ・ノーチェ
松井イチロー(per)、内山永人(per)、小林慎(per)、石井圭(b)、
福本純也(p)、大堰邦郎(sax)、中雅志(tb)、寺内茂(tp)

キャロル山崎グループ
キャロル山崎(vo)、皆川トオル(sax) 岩見淳三(g)

深井克則 NewTrio
深井克則（p）、楠井五月(b)、岩瀬立飛(ds)

井上信平&ベストフレンズ
井上信平(fl)、他

※入れ替えあり

※入れ替えあり

詳細は店舗Webサイトにてご確認ください。

詳細は各店舗に
お問い合わせください。

実施予定



ジャズプロを支援してくださる企業・団体のみなさまジャズプロを支援してくださる企業・団体のみなさま

馬車道商店街協同組合／横浜高速鉄道株式会社
鹿島建設株式会社横浜支店／康平運送株式会社／ジョイホース横浜／テレビ神奈川（ｔｖｋ）／三沢電機株式会社／
株式会社三好商会／株式会社有隣堂／横浜中央地下街株式会社（マリナード地下街）

株式会社アイネット／エヌ・ケイ・テクノ株式会社／株式会社勝烈庵／かながわ信用金庫／株式会社神奈川ナブコ／関東学院大学／株式会社キクシマ／
株式会社産業貿易センター／株式会社シグマコミュニケーションズ／株式会社ジャンボリア／千田みずほ株式会社／株式会社近澤レース店／
通信設備株式会社／綱島商店街協同組合／日本郵便株式会社南関東支社／扶桑電機株式会社／株式会社横浜国際平和会議場（パシフィコ横浜）／
ベイ・タックス税理士法人／税理士法人横浜パートナーズ／横浜ロイヤルパークホテル／ラジオ日本／株式会社ルミネ横浜店

野毛地区振興事業協同組合


