
ディキシーバンドが巡回！ 
ストリート・バラエティ会場も充実！ 
　　　　　　　　　　　　詳細は次ペー

ジ� 

2012

けやき並木が 
ジャズに染まる二日間 阿佐谷 

ジャズストリート 
2012

10/26 � 
山下洋輔 Solo&More 
＠神明宮能楽殿 

10/26 � 

名手たちのプレーに酔いしれる！ 

マーサ三宅＋DRY MARTINI＋松尾明トリオ 
鈴木良雄BASS TALK

昼下がりのジャズで楽しむ！ 

上保一恵・KAYO＆マリア・エヴァ（ゲスト：高見沢宏昌） 
稲葉國光トリオ＋三森万輝 
野口迪生カルテット＋亜樹山ロミ 

やっぱりジャズは中央線！ 

ギラ・ジルカ featuring 矢幅歩 with 竹中俊二 
竹内  直・サバールジャズ（sabar jazz） 
ニュー・スパニッシュ・デュオ uno 
平山順子カルテット 
塚越三代＋青木喬嗣トリオ 
Trio CELESTE＋赤木りえ＆志賀聡美 

10/27 � 
ジャズの達人たちの熱いプレー！ 

峰  厚介カルテット 
小林陽一＆JJM with サラ・レクター 
Mike Price Jazz Quintet

ジブリ、ジプシーそしてゴスペル 

「ANIME meets JAZZ」立石一海トリオ 
Three Tastes / 北床宗太郎ホットクラブエキスプレス 
「スピリチュアルゴスペル」森崎Bella 
Please & Praise 
「アカペラジャズ（Tanto Guts 他）」 

阿佐谷ならではのラインナップ！ 

プレイベント 

吾妻光良 ＆ The Swinging Boppers 
小田陽子＆エスタシオン（ゲスト：台湾のジャズピアニスト  趙雲華） 
「ジャズで旅するシネマの世界」大橋美加 
清水万紀夫カルテット＋稲葉社子 
吉野ミユキカルテット / 三寺順也クインテット 
平田フミト Latin Jazz 6 
ラズウェル細木のジャズ入門講座 

10/19（金） 
昼休み区役所西棟前 
小田陽子・上保一恵 他 

ボランティア大募集 

ジャズで 
 みんな元気に！ 
ジャズで 
 みんな元気に！ 

●後援：杉並区/杉並区教育委員会/東京商工会議所杉並支部/東京セントラルパークロータリークラブ　●協力：学校法人 杉並学院/FMたちかわ/J:COM東京/株式会社 EMIミュージック・ジャパン 

杉並区制80周年記念パレード 
警視庁騎馬警官隊も登場！(27日午前11時)

パブリック会場共通パスポート券発売中 

主催：阿佐谷ジャズストリート実行委員会  TEL03-5305-5075  FAX03-5305-5074
〒166-0004 杉並区阿佐谷南1-36-1　阿佐ヶ谷わがふるさと館4F　阿佐谷ジャズストリート実行委員会事務局 

●ローソンチケット（Lコード 76542）　●新星堂阿佐ヶ谷店 03-3338-4775 
●杉並区役所 1Fコミュかるショップ 03-3312-2111 
●セブン・イレブン（成田東四丁目店・南阿佐谷駅前店・阿佐谷駅南口店・阿佐谷北店・阿佐谷北仲通り店） 
●ファミリーマート（山桝高円寺店・阿佐谷中杉通り店・阿佐谷北店・阿佐谷南三丁目店・阿佐谷北六丁目店・下井草駅南口店・ 
　　　　　　　　　高円寺駅西店・高円寺駅東店・成田東五丁目店） 
●JTBレジャーチケット（26日券  商品番号 0232718）（27日券  商品番号 0232732）（両日券  商品番号 0232719） 

2日パスポート 前売 3,800円（当日4,500円）　1日パスポート 前売 2,800円（当日3,000円） 

�Kiyomitsu Shirouzu

山下洋輔 Solo&More 
＠神明宮能楽殿 
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最新情報はHPで 検索 阿佐谷ジャズストリート 

10月26日（金） 10月27日（土） 

阿佐ヶ谷中学校吹奏楽部  13：00～13：45無料 

「スタンダードからジブリまで」 
野口迪生（ds）カルテット＋ 
亜樹山ロミ（vo） 
野口迪生（ds）・吉田賢一（p）・成重幸紀（b）・ 
宮野裕司（as）・亜樹山ロミ（vo） 

�15：00～15：45 / �16：15～17：00

ファッシネイティング　ソロ＆ツイン・ヴォーカル 
ギラ・ジルカ（vo）featuring 矢幅  歩（vo） 
with 竹中俊二（g） 
ギラ・ジルカ（vo） ・矢幅歩（vo）・竹中俊二（g） 

�18：00～19：50 / �19：20～20：10

11年目のBASS TALKが奏でる芳醇な音空間 
鈴木良雄BASS TALK
鈴木良雄（b）・井上信平（fl）･ 
野力奏一（p）・岡部洋一（per） 

�18：00～19：00 / �19：30～20：30

世界に誇る山下洋輔、今年も阿佐谷に！ 
山下洋輔 Solo & More
山下洋輔（p）・米田裕也（as）・ 
熊本比呂志（perc）・太田惠資（vln） 
�18：00～19：00 / �19：30～20：30

注目の女性サックスプレイヤーと俊英たちの競演！ 
平山順子（as）カルテット 
平山順子（as）・増田実裕（p）・ 
清水昭好（b）・永山洋輔（ds） 

�19：00～19：45 / �20：15～21：00

アルゼンチンの情景とピアソラのメロディが紡ぐアグレッシブな響き 
Trio CELESTE＋赤木りえ（fl）& 志賀聡美（tb） 
青木菜穂子（p）・北村聡（バンドネオン）・ 
田中伸司（cb）・赤木りえ（fl）・ 志賀聡美（tb） 

�19:00～19:45 / �20:00～20:45

杉並在住のジャズ界の至宝―稲葉國光ここに登場！ 
稲葉國光（b）トリオ＋三森万輝（vo） 
稲葉國光（b）・田附靖（g）・ 
粉川忠範（tb）・三森万輝（vo） 
�14:00～14：45 / �15：15～16：00

阿佐谷の歌姫－スタンダードを貴方に 
塚越三代（vo）+青木喬嗣（b）トリオ 
塚越三代（vo）・青木喬嗣（b）・ 
梅田英伸（ds）・岩谷泰行（p） 
�18：00～18：45 / �19：15～20：00

ジャズの名曲をアフリカのリズムで！ 
竹内直・サバールジャズ（sabar jazz） 
竹内直（ts）・野本晴美（p）・グレッグ・リー（b）・ 
ワガン・ンジャイ・ローズ（per）・ 
アブライ・ンジャイ・ローズ（per）・ボガ・ンジャイ・ローズ（per） 

�18：30～19：15 / �19：45～20：30

鬼平犯科帳、ラ・カンパネラ等をunoスタイルで！ 
ニュー･スパニッシュ･デュオ uno
大平重成（g）・大平里美（p）・会田桃子（vln）・ 
安カ川大樹（b）・宮崎まさひろ（ds） 
�18：00～19：00 / �19：30～20：30

熱いハードバップジャズはここで！　三寺順也（tb）クインテット 
三寺順也（tb）･小松雄大（ts）・井上祐一（p）・ 
金森もとい（b）・横山和明（ds） 
�13：00～13：45 / �14：15～15：00

清水万紀夫（cl）・中屋啓之（ds）・中西忠哲（b）・ 
遠藤光夫（g）・稲葉社子（vo） 

上保一恵（p）・内田隆造（b）・小田智昭（ds）・ 
KAYO（vo）・マリア・エヴァ（vo） 
ゲスト 高見沢宏昌（ts） 

ジャズボーカルの女王、今年も阿佐谷に！ 
マーサ三宅（vo）＋ 
DRY MARTINI＋松尾明（ds）トリオ 
マーサ三宅（vo）・ 
DRY MARTINI［金丸正城（vo）・三槻直子（vo）］・ 
松尾明（ds） ・袴塚淳（p）・上羽康史（b） 
�18：00～19：00 / �19：30～20：30

「昼下がりのジャズ～オールディーズ」 

上保一恵・KAYO＆マリア・エヴァ 

�13：00～14：00 / �14：30～15：30

魅惑のスタンダードジャズを貴方に 
清水万紀夫（cl）カルテット＋稲葉社子（vo） 

�13：00～13：45 / �14：15～15：00

北床宗太郎（vln）・大塚雄一（acc）・山本大輝（g）・大角一飛（b） 

ジャズヴァイオリンで優雅にスウィングするジプシージャズ！ 
北床宗太郎ホットクラブエキスプレス 

�16：30～17：15 / �18：00～18：45

チャーリー（vo）・立山守生（vo）・高柳卓也（vo）・ 
矢野本子（vo）・細川道代（vo）・三宮すみれ（p） 他 

おしゃれでハートフルなゴスペルを貴方に！ 
Please & Praise（プリーズ・アンド・プレイズ） 

�14：00～15：00 / �15：30～16：30

実力派女性アルトサックス奏者のリーダーカルテット！ 
吉野ミユキ（as）カルテット 
吉野ミユキ（as）・続木徹（p）・矢野伸行（b）・正清泉（ds） 
�16：00～16：45 / �17：15～18：00

大人気トリオ！世界のアニメとジブリの名曲をジャズで！ 
「ANIME meets JAZZ」立石一海（p）トリオ 
立石一海（p）・佐藤忍（b）・鈴木麻緒（ds） 
�14：00～14：45 / �15：15～16：00

「ジャズで旅するシネマの世界」 
大橋美加（vo）＋松尾明（ds）トリオ 
大橋美加（vo）・松尾明（ds）・上羽康史（b）・嶋津健一（p） 
�17：00～17：45 / �18：15～19：00

ウィズ・ユア・ソウル  峰  厚介（ts）カルテット 
峰厚介（ts） ・清水絵理子（p）・杉本智和（b）・本田珠也（ds） 
�15：00～15：45 / �16：15～17：00

特別企画－手塚治文化賞受賞！ 
ラズウェル細木の「ジャズ入門講座」（展示室） 
ラズウェル細木（漫画家･ジャズ愛好家） 14：30～15：40

ビッグウィングジャズオーケストラ　12：00～13：00無料 

杉並第一小学校ジュニアバンド　11：00～11：30無料 

結成36年、日本ジャズ界を牽引するＪＪＭここに登場！ 
小林陽一 ＆ JJＭ（ジャパニーズジャズメッセンジャーズ） 
with サラ・レクター（vo） 
小林陽一（ds）・谷殿明良（tp）・原川誠司（as）・ 
リンヘイテツ（p）・金森もとい（b） 
スペシャルゲスト サラ・レクター（vo） 
�15：30～16：15 / �16：45～17：30
阿佐谷ジャズストリート名物！ 
スーパージャムセッション　司会：野口久和　18：00～20：00

王道ラテンジャズここにあり！　平田フミト Latin Jazz 6
平田フミト（p）・高橋里美（ts）・志賀聡美（tb）・ 
やじまゆうじ（b）・倉田大輔（per）・加瀬田聡（per） 
�19：00～19：45 / �20：00～20：45

杉並学院吹奏楽部  15：00～16：00無料 

ジャズの宝箱 Mike Price Jazz Quintet
マイク・プライス（tp）・川村裕司（ts）・田中裕士（p）・ 
稲垣貴庸（ds）・ジャンボ小野（b） 
�18：00～18：45 / �19：15～20：00

魂を揺り動かすゴスペル 
「スピリチュアルゴスペル」森崎Bella

�15：00～15：45 / �16：15～17：00

森崎Bella（vo） ・成田昭彦（ds）・小川ヒロ（b）・ 
北島徹（g）・深澤葉子（p） 

ジャズ界の大御所秋満義孝を迎えて 
Three Tastes （スリー・テイスト） 

�12：00～12：45 / �13：15～14：00

仁科愛（elect）・秋満義孝（p）・白石啓太（per）・ 
加藤真一（b）・野村佳乃子（vo） 

吾妻光良（vo・g）& The Swinging Boppers
�15：00～15：45 / �16：15～17：00

台湾のジャズピアニスト 趙雲華を迎えて！ 
小田陽子（vo）＆エスタシオン 
市川直樹（p）・内田隆造（b）・小田智昭（ds）・梅田光雄（g）・ 
浦辻晴実（cng）・小田陽子（vo）・スペシャルゲスト 趙雲華（p） 
�13：00～14：00 / �14：30～15：30

両日　�21：30～22：15　②22：45～23：30 
26�　澤田一範（as）竹内亜里沙（p）小林航太朗（b） 
27�　矢野眞道（vo）山崎弘一（b）高橋知己（ts）米田正義（p） 
チャージ：両日2300円（ドリンク別）入替制 
※パスポート券提示でチャージ300円引き 

両日　①19：30～20：20　②21：00～21：50　③22：30～23：20 
26�　井上ゆかり（p）藤村麻紀（vo） 
27�　青木弘武（p）右近茂（ts）石川真奈美（vo） 
チャージ：2000円（1ドリンク付）　入替制 
http://www.bekkoame.ne.jp/̃h.yamakawa/

両日　①19：30～　②21：00～ 
26�　あづみ（vo）愛川聡（g） 
チャージ：2500円 
27�　ほういち（g）松尾はるみ（vo）若井俊也（b） 
チャージ：2000円  入替制 
※両日パスポート券提示の方1ドリンクサービス 

両日　①19：00～20：30　②21：00～22：30 
OMO-Dooo 表雅之（as）諸岡大也（org）二宮純一（g）中里た
かし（per）横山和明（ds） 
チャージ：2000円（ドリンク別） 入替制 

両日　①20：00～　②21：30～ 
26�　Reddyo（p,vo）小田智昭（ds）他 
27�　やまもときょうこ（vo）中上香代子（p） 
　　　相川等（tb）小田智昭（conga） 
チャージ：両日2000円（ドリンク別） 

27�　①18：00～　②19：00～　③20：00～ 
マイキー（g）＆マッチュー（たてぶえ） 
チャージ：投げ銭＋要オーダー 

26日�　①19：30～20：20　②21：00～21：50 
岩波邦江（vo）遠藤光夫（g）緑川一男（b） 
チャージ：1500円＋要オーダー 

26�　①20：00～　②21：00～　③22：00～　④23：00～ 
①③　深澤友梨恵（vo） 
②④　MACARONICa　浅香里恵（p）有賀要祐（b）岡山晃久（ds） 
27�　①19：00～　②20：00～　③21：00～ 
S.O.G.（スリリング・オヤジ・ギャルズ） 
チャージ：投げ銭＋要オーダー 
※パスポート券提示でつまみ1品サービス　営業時間：18：00～29：00

両日　�20：00～　�21：30～ 
26�　天勝拳　國仲勝男（六弦）天田透（fl,bfl,cbfl）つのだ健（ds） 
27�　トリオ座（林栄一（as）國仲勝男（六弦）小山彰太（ds））
＋天田透（fl,bfl,cbfl） 
チャージ：両日2000円（ドリンク別）入替制　��通し2800円（ドリンク別） 
※パスポート券提示で1ドリンクサービス 
http://www5.ocn.ne.jp/̃yvision/newpage2.html?

26�　①18：30～19：10　No sai's 
　　　②19：25～20：05　サウンド  オブ  クレセントシティー 
　　　　　　　　　　　（佐藤信吾tp） 
　　　③20：20～21：00　スーパークエスチョンズ 
27�　①17：30～18：15　microcosmos 
　　　②18：30～19：10　HULLY GULLY ENSEMBLE 
　　　③19：25～20：05　TAKESHI&HIBARI 
　　　④20：20～21：00　HULLY GULLY ENSEMBLE 
チャージ：投げ銭＋要オーダー（出入り自由ただしその都度清算） 
http://www.asagaya-suzuran.com/tengen.html

26�　①開場18：50　演奏19：30～20：15 
　　　②開場20：50　演奏21：30～22：15 
27�　①開場17：50　演奏18：30～19：15 
　　　②開場19：50　演奏20：30～21：15 
岡村紘志カルテット　柳沼寛（as）橋本啓一（p）平沢清二（ds）
岡村紘志（b） 
チャージ：イタリアンディナー＆ミュージックチャージ　4500円（ドリンク別） 
※予約優先　開場時間はディナー開始時間となります。 
http://trattoria-ms.com/

27�　①18：00～　②19：00～　③20：00～　④21：00～ 
��　ロンサム神田川ジェントルマン 
��　BLUGRASS STOMP 
チャージ：投げ銭＋要オーダー（1ドリンク500円） 
http://www.asagaya-azuma.com/

27�　19：30～20：00　矢野忠と大吉TRIO 
　　　20：30～21：00　矢野忠と青空ロマンス楽団 
チャージ：投げ銭＋要オーダー（1ドリンク500円） 
※1Ｆオープンテラス　http://www.aonisai.jp/

26�　①19：00～　②20：00～　③21：00～ 
　　　　GYPSY VAGABONZ ワンマン♪ 
27�　①14：00～　新宿二丁目BAND 
　　　②15：30～　イケマー＆ホイホイボーイズ 
　　　③17：00～　ボンバードラミ＆西海しげる 
　　　④18：30～　涼子バンド 
チャージ：投げ銭＋要オーダー　飲食は各自清算（通常営業） 
営業：11：30～23：30（L.O.23：00） 

26�　開場：18：30　19：00～ 
あやとり　黒沢綾（vo,p）佐野俊介（b）工藤悠（ds） 
塚本真一トリオ　塚本真一（p）守屋拓之（wb）菅沼雄太（ds） 
吉田充里（as,ss）岩崎良子（p） 
チャージ：2500円（ドリンク別） 
※パスポート券提示でチャージ500円引き（金のみ） 
27�　開場：19：00　�19：30～　�21：00 
�浜博志＆モア＋上畠尚子　浜博志（key）赤塚謙一（tp）安
川信彦（sx）榎本裕介（tb）藤巻良康（b）海老沢幸二（ds）津島
周平（per）安部泰朗（per）上畠尚子（vo） 
�藤本敦夫フェスタfeat.橋本一子　藤本敦夫（vo,g）橋本一
子（vo,p）橋本眞由己（vo,p）石井美紀子（vo,dance）サッチャ
ンWFS（vo,per）土屋理揮（vo,per）松島賢人（b）HAJIME（ds） 
チャージ：3500円（ドリンク別） 

両日　①19：30～　②21：00～  
ライミット・プロジェクト・バンド　武本ゆずか（vo）金子健太郎（g）
小池太郎（b） 
チャージ：フレンチディナー＆jazzチャージ4800円（ドリンク別）　入替制 
※パスポート券提示で1ドリンクサービス 

両日　TOKYO HOT CLUB EXPRESS 
※パスポート券提示で特典あり　http://nighttrainraman.com

27�　①17：30～　②18：30～　③19：30～ 
ボンバードラミ＆西海しげる／イケマー＆ホイホイボーイズ／他 
チャージ：投げ銭＋要オーダー（出入り自由ただしその都度清算） 

26�　19：00～　チームビーフボール 
27�　18：00～　メリー☆チャン 
チャージ：投げ銭＋要オーダー　http://neknek.jimdo.com/

26�　①19：00～　②20：00～　③21：00～　上村隆 他 
27�　①15：30～　②17：00～　③18：30～　④20：00～ 
　　　ちゅら音/アロハ音 
チャージ：投げ銭＋要オーダー（飲食については通常営業） 
※営業時間：11：00～23：00　http://www.okinawasoko.sakura.ne.jp/

26�　①19：30～　②20：30～　③21：30～ 
矢野忠と青空ロマンス楽団 他 
27�　①18：30～　②19：30～　③20：30～　④21：30～ 
Issei's Liberty Syncopators 他 
チャージ：投げ銭＋要オーダー（飲食については通常営業） 
※17:00開店　http://www.yugentei-asagaya.jp/

26�　①19：30～20：00　②20：20～20：50　③21：10～21：40 
　　　④22：00～22：30　⑤22：50～23：10 
Swing Beaucoup（スイボク）／カツラマズルカ／サウンド オブ  
クレセントシティー（佐藤信吾tp） 
27�　①18：00～18：30　②18：50～19：20　③19：40～20：10 
　　　④20：30～21：00　⑤21：20～21：50　⑥22：10～22：40 
ことり＆mammy muuu／チームサソリ／The Scrap Boys／モミ
ーFUNK!／microcosmos 
チャージ：投げ銭＋要オーダー（出入り自由ただしその都度清算） 
http://www.e-ebesu.com/

27�　20：00～20：30　ニュー東京スマートボーラーズ 
　　　21：00～21：30　カブトクラブ 
チャージ：投げ銭＋要オーダー（1ドリンク500円） 
http://asagayamunch.com/

26�　20：00～23：00 
豊田耕三（irish fl,whistle）野口明生（irish fl,whistle） 
長尾晃司（g）中藤有花（fiddle,concertina） 
27�　13：00～16：00 
大久保真奈（fiddle）下田理（g）奥貫史子（fiddle） 
中藤有花（fiddle,concertina） 
チャージ：投げ銭＋要オーダー 

両日 
昼の部　①13：00～13：30　②13：50～14：30　③14：50～15：30 
夕の部　①16：00～16：30　②16：50～17：30　③17：50～18：30 
①Taro & Kenty　金子健太郎（g）小池太郎（b） 
②ライミット・プロジェクト・バンド　金子健太郎（g）増田和紘（p）
小池太郎（b）石井しげじ（ds） 
③LPB with Yuzuka　武本ゆずか（vo）金子健太郎（g）増田和
紘（p）小池太郎（b）石井しげじ（ds） 
チャージ：2500円（1ドリンク＋スナック付）昼の部／夕の部入替制 
※パスポート券提示で1ドリンクサービス 
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阿佐ヶ谷 
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体育館 

26�　14：00～18：00　HIBI★Chazz-K／後藤輝夫「ごめんね！」 
27�　11：00～19：00　杉並区制80周年記念パレード（区役所前スタート） 
HIBI★Chazz-K／後藤輝夫「ごめんね！」／交流自治体セッション［元春with KATO MAA（名
寄市）・Reina 他（青梅市）］／下田卓カンザスシティバンド 
 
 
26�　12：00～13：00　杉並区役所音楽部「リズムテイスト」／ニューディキシーモダンボーイズ 
　　　18：00～19：30　 津軽三味線 & JAZZ 山本大  他 
27�　11：00～17：30　都庁スイングビーツ／杉並第二小学校ウインドバンド／さんあい杉並スイ
ングノーツ／杉並サニーサウンズ／ゆう杉並OFFICIAL JAZZ TEAM／Dandy Cats Orchestra  他 
 
 
●パールセンターサブドーム下ステージ 
26�　16：00～16：30／16：40～17：10／17：20～17：50／18：00～18：20／18：30～19：00 
Swing Beaucoup スイボク／サウンド オブ クレセントシティー（佐藤信吾tp）　他 
27�　14：00～16：40／17：00～17：30／17：45～18：15／18：30～19：00 
早稲田ニューオルリンズジャズクラブ／矢野忠と青空ロマンス楽団 
●すずらん通り 今関畳店前 路上ステージ ※雨天の場合「中華飯店天源」と「アサガヤエベス」に振替（両日） 
26�　15：00～15：25／15：40～16：05／16：20～16：45／17：00～17：25／17：40～18：05 
スーパークエスチョンズ／カツラマズルカ／MACARONICa　他 
27�　13：00～13：30／13：50～14：20／14：40～15：10／15：30～16：20／16：20～16：50
／17：10～17：40／18：00～18：30 
神輿オールスターズBigBand／チームサソリ／TAKESHI&HIBARI／The Scrap Boys／Issei's 
Liberty Syncopators

26�　13：00～16：00　ニューディキシーモダンボーイズ 
27�　11：00～15：00　ニューディキシーモダンボーイズ／早稲田ニューオルリンズジャズクラブ
／HIBI★Chazz-K 
 
 
26�　15：00～19：00　竹内郁人クインテット 
27�　14：00～18：00　竹内郁人クインテット 
 
 
●北口商和会事務所前 
27�　13：00～13：30／14：00～14：30／15：00～15：30／16：00～16：30／17：00～17：30 
新宿二丁目BAND／TAKESHI&HIBARI／ことり＆mammy muuu／ 
Issei's Liberty Syncopators／モミーFUNK! 
●商和会イベント広場 
27日�　13：30～14：00／14：30～15：00／15：30～16：00／16：30～17：00／17：30～18：00 
東京レバーハッツ／矢野忠と大吉トリオ／ALOHA音／BLUGRASS STOMP 他 
 
 
27�　13：00／13：30／14：00／14：30／15：00／15：30／16：00（16：30終了） 
fun!／コール・ピアチェーレ／The Imagination（ザ・イマジネーション）／Tea-mix（ティー・ミックス）
／アイランズ／iroha／コンノアキコ 

吾妻光良（vo・g）・牧裕（b）・
岡地曙裕（ds）・早崎詩生（p）・
冨田芳正（tp）・近尚也（tp）・
名取茂夫（tp）・西島泰介（tb）・
山口三平（bs）・糸井将博（as）・
渡辺康蔵（as・vo）・西川文二（ts） 

アカペラジャズ　Tanto Guts 他 
�18：30～19：15 / �19：45～20：30

日本唯一のジャンプ・ブルースバンド 
阿佐谷初登場！ 
最高に楽しいバンドです！ 

ストリート会場  
雨天などで中止することがあります。当日HP新着情報をご覧ください。各バンドＣＤ販売あり、無料会場ですが投げ銭大歓迎です！ 

TEL 03-5397-1553 
杉並区阿佐谷南3-31-2トガシハウス1F

TEL 03-3223-3111 
杉並区阿佐谷北1-27-6

TEL 03-6750-8231 
杉並区阿佐谷北1-34-5

TEL 03-3318-8355 
杉並区梅里2-40-18 第3志村ビル1F

TEL 03-3311-6100 
杉並区阿佐谷南1‐12‐5 クリオレミントンハウス1F

TEL 03-3223-1484 
阿佐谷北3-10-13 前田ビル1F

■ とり成 TEL 03-3398-4987 
杉並区阿佐谷南3-37-3-１F■ マンハッタン TEL 03-3336-7961 

杉並区阿佐谷北2-2-7キラクビル3F ■ jazz bar クラヴィーア TEL 03-3393-0418 杉並区阿佐谷南3-37-13-3F

TEL 03-3311-6108 
杉並区阿佐谷南2-19-8 ホテルSプリ1Ｆ ■ Asagaya Cafe■ Bar RamaLi TEL 03-3398-1614 

杉並区阿佐谷南3-37-11 スマイルホテル1F

■ 居酒屋「前田家」 TEL 03-6795-7350 
杉並区阿佐谷南1-47-21 プラザ阿佐谷104

■ 中国飯店 天源 TEL 03-5305-6506 
杉並区阿佐谷南1-9-12 1F

■ 阿佐谷 市庭（いちば）スタジオ TEL 03-3325-7254 杉並区阿佐谷南3-37-10 
　YSディセンダンツビル2F

■ 遊遊 TEL 03-3336-7880 
杉並区阿佐谷北1-5-16

■ 海鮮食楽部 TEL 03-5397-3035 
杉並区阿佐谷南3-34-13 第2更級ビル1F

■ Yellow Vision（イエロー ヴィジョン） TEL 03-6794-8814 杉並区阿佐谷北2-2-2 
　　阿佐谷北２丁目ビルB1F

■ （イタリア料理） トラットリア M’s

■ そば酒房 東（AZUMA） 

■ 青二才 

TEL 03-5305-3296 
杉並区阿佐谷南1-47-16 1F■ CHICKEN LEG CAFE

TEL 03-3316-6799 
杉並区阿佐谷南1-35-23 
　　　　　　　第一横川ビルB1

■ ライヴ小屋 Next Sunday

TEL 03-6276-9938 
杉並区阿佐谷南3-37-10 
　YSディセンダンツビル1F

La Maison Courtine（ラ・メゾン・クルティーヌ） 

TEL 090-2905-0470 
杉並区阿佐谷北2-2-8 2F■ Bar Night Train

■ asagaya MUNCH（マンチ）!!

■ 串活『あしたのために』 

TEL 03-5934-7083 
杉並区阿佐谷南1-6-1■ ダイニングバー NEK NEK

TEL 03-5306-0776 
杉並区阿佐谷南1-34-13■ 沖縄倉庫 

TEL 03-6304-9266 
杉並区阿佐谷南1-36-16 
　　　　　　　第57東京ビル2F

■ 居酒屋 悠玄亭 

■ アサガヤエベス 

■ MAD HOG KITCHEN TEL 03-5347-2464 
杉並区阿佐谷南3-37-3 第4志村ビル202

バラエティ会場  各店別料金。詳細は直接会場へお問い合わせ下さい。 

＜北口旧中杉通り＞ 

＜阿佐ヶ谷駅北口パサージュ前＞ 

＜阿佐ヶ谷駅南口特設ステージ＞ 

＜杉並区役所前＞ 

＜南口パールセンター～すずらん通り＞ 

＜ジャズウォーク＞ 

＜世尊院幼稚園第二園庭＞　～アカペラ/コーラス・ストリート2012

パブリック会場・有料 

吾妻光良& 
The Swinging Boppers
吾妻光良& 
The Swinging Boppers

●ご注意　本チラシに記載の出演者は2012年8月末日現在のもので、変更になる場合があります。最新情報は、ホームページでご確認ください。パブリック会場への入場は、
共通パスポート券が必要です（無料表示のあるものを除く）。安全確保のため、入場を制限する場合があります。ストリート会場は無料、バラエティ会場は別途料金が必要です。 



野口迪生（ds） 亜樹山 ロミ（vo） 

ギラ・ジルカ（vo） 

三森万輝（vo） 

塚越三代（vo） 

稲葉國光（b） 

平山順子（as） 

マーサ三宅（vo） 

竹内直（ts） 

太田惠資（vln） 山下洋輔（p） 

赤
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稲葉社子（vo） 

北床宗太郎（vln） 

Please & Praise
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鈴木良雄（b） 

立石一海トリオ 

uno

吉野ミユキ（as） 
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最新情報はHPで 検索 阿佐谷ジャズストリート 

10月26日（金） 10月27日（土） 

阿佐ヶ谷中学校吹奏楽部  13：00～13：45無料 

「スタンダードからジブリまで」 
野口迪生（ds）カルテット＋ 
亜樹山ロミ（vo） 
野口迪生（ds）・吉田賢一（p）・成重幸紀（b）・ 
宮野裕司（as）・亜樹山ロミ（vo） 

�15：00～15：45 / �16：15～17：00

ファッシネイティング　ソロ＆ツイン・ヴォーカル 
ギラ・ジルカ（vo）featuring 矢幅  歩（vo） 
with 竹中俊二（g） 
ギラ・ジルカ（vo） ・矢幅歩（vo）・竹中俊二（g） 

�18：00～19：50 / �19：20～20：10

11年目のBASS TALKが奏でる芳醇な音空間 
鈴木良雄BASS TALK
鈴木良雄（b）・井上信平（fl）･ 
野力奏一（p）・岡部洋一（per） 

�18：00～19：00 / �19：30～20：30

世界に誇る山下洋輔、今年も阿佐谷に！ 
山下洋輔 Solo & More
山下洋輔（p）・米田裕也（as）・ 
熊本比呂志（perc）・太田惠資（vln） 
�18：00～19：00 / �19：30～20：30

注目の女性サックスプレイヤーと俊英たちの競演！ 
平山順子（as）カルテット 
平山順子（as）・増田実裕（p）・ 
清水昭好（b）・永山洋輔（ds） 

�19：00～19：45 / �20：15～21：00

アルゼンチンの情景とピアソラのメロディが紡ぐアグレッシブな響き 
Trio CELESTE＋赤木りえ（fl）& 志賀聡美（tb） 
青木菜穂子（p）・北村聡（バンドネオン）・ 
田中伸司（cb）・赤木りえ（fl）・ 志賀聡美（tb） 

�19:00～19:45 / �20:00～20:45

杉並在住のジャズ界の至宝―稲葉國光ここに登場！ 
稲葉國光（b）トリオ＋三森万輝（vo） 
稲葉國光（b）・田附靖（g）・ 
粉川忠範（tb）・三森万輝（vo） 
�14:00～14：45 / �15：15～16：00

阿佐谷の歌姫－スタンダードを貴方に 
塚越三代（vo）+青木喬嗣（b）トリオ 
塚越三代（vo）・青木喬嗣（b）・ 
梅田英伸（ds）・岩谷泰行（p） 
�18：00～18：45 / �19：15～20：00

ジャズの名曲をアフリカのリズムで！ 
竹内直・サバールジャズ（sabar jazz） 
竹内直（ts）・野本晴美（p）・グレッグ・リー（b）・ 
ワガン・ンジャイ・ローズ（per）・ 
アブライ・ンジャイ・ローズ（per）・ボガ・ンジャイ・ローズ（per） 

�18：30～19：15 / �19：45～20：30

鬼平犯科帳、ラ・カンパネラ等をunoスタイルで！ 
ニュー･スパニッシュ･デュオ uno
大平重成（g）・大平里美（p）・会田桃子（vln）・ 
安カ川大樹（b）・宮崎まさひろ（ds） 
�18：00～19：00 / �19：30～20：30

熱いハードバップジャズはここで！　三寺順也（tb）クインテット 
三寺順也（tb）･小松雄大（ts）・井上祐一（p）・ 
金森もとい（b）・横山和明（ds） 
�13：00～13：45 / �14：15～15：00

清水万紀夫（cl）・中屋啓之（ds）・中西忠哲（b）・ 
遠藤光夫（g）・稲葉社子（vo） 

上保一恵（p）・内田隆造（b）・小田智昭（ds）・ 
KAYO（vo）・マリア・エヴァ（vo） 
ゲスト 高見沢宏昌（ts） 

ジャズボーカルの女王、今年も阿佐谷に！ 
マーサ三宅（vo）＋ 
DRY MARTINI＋松尾明（ds）トリオ 
マーサ三宅（vo）・ 
DRY MARTINI［金丸正城（vo）・三槻直子（vo）］・ 
松尾明（ds） ・袴塚淳（p）・上羽康史（b） 
�18：00～19：00 / �19：30～20：30

「昼下がりのジャズ～オールディーズ」 

上保一恵・KAYO＆マリア・エヴァ 

�13：00～14：00 / �14：30～15：30

魅惑のスタンダードジャズを貴方に 
清水万紀夫（cl）カルテット＋稲葉社子（vo） 

�13：00～13：45 / �14：15～15：00

北床宗太郎（vln）・大塚雄一（acc）・山本大輝（g）・大角一飛（b） 

ジャズヴァイオリンで優雅にスウィングするジプシージャズ！ 
北床宗太郎ホットクラブエキスプレス 

�16：30～17：15 / �18：00～18：45

チャーリー（vo）・立山守生（vo）・高柳卓也（vo）・ 
矢野本子（vo）・細川道代（vo）・三宮すみれ（p） 他 

おしゃれでハートフルなゴスペルを貴方に！ 
Please & Praise（プリーズ・アンド・プレイズ） 

�14：00～15：00 / �15：30～16：30

実力派女性アルトサックス奏者のリーダーカルテット！ 
吉野ミユキ（as）カルテット 
吉野ミユキ（as）・続木徹（p）・矢野伸行（b）・正清泉（ds） 
�16：00～16：45 / �17：15～18：00

大人気トリオ！世界のアニメとジブリの名曲をジャズで！ 
「ANIME meets JAZZ」立石一海（p）トリオ 
立石一海（p）・佐藤忍（b）・鈴木麻緒（ds） 
�14：00～14：45 / �15：15～16：00

「ジャズで旅するシネマの世界」 
大橋美加（vo）＋松尾明（ds）トリオ 
大橋美加（vo）・松尾明（ds）・上羽康史（b）・嶋津健一（p） 
�17：00～17：45 / �18：15～19：00

ウィズ・ユア・ソウル  峰  厚介（ts）カルテット 
峰厚介（ts） ・清水絵理子（p）・杉本智和（b）・本田珠也（ds） 
�15：00～15：45 / �16：15～17：00

特別企画－手塚治文化賞受賞！ 
ラズウェル細木の「ジャズ入門講座」（展示室） 
ラズウェル細木（漫画家･ジャズ愛好家） 14：30～15：40

ビッグウィングジャズオーケストラ　12：00～13：00無料 

杉並第一小学校ジュニアバンド　11：00～11：30無料 

結成36年、日本ジャズ界を牽引するＪＪＭここに登場！ 
小林陽一 ＆ JJＭ（ジャパニーズジャズメッセンジャーズ） 
with サラ・レクター（vo） 
小林陽一（ds）・谷殿明良（tp）・原川誠司（as）・ 
リンヘイテツ（p）・金森もとい（b） 
スペシャルゲスト サラ・レクター（vo） 
�15：30～16：15 / �16：45～17：30
阿佐谷ジャズストリート名物！ 
スーパージャムセッション　司会：野口久和　18：00～20：00

王道ラテンジャズここにあり！　平田フミト Latin Jazz 6
平田フミト（p）・高橋里美（ts）・志賀聡美（tb）・ 
やじまゆうじ（b）・倉田大輔（per）・加瀬田聡（per） 
�19：00～19：45 / �20：00～20：45

杉並学院吹奏楽部  15：00～16：00無料 

ジャズの宝箱 Mike Price Jazz Quintet
マイク・プライス（tp）・川村裕司（ts）・田中裕士（p）・ 
稲垣貴庸（ds）・ジャンボ小野（b） 
�18：00～18：45 / �19：15～20：00

魂を揺り動かすゴスペル 
「スピリチュアルゴスペル」森崎Bella

�15：00～15：45 / �16：15～17：00

森崎Bella（vo） ・成田昭彦（ds）・小川ヒロ（b）・ 
北島徹（g）・深澤葉子（p） 

ジャズ界の大御所秋満義孝を迎えて 
Three Tastes （スリー・テイスト） 

�12：00～12：45 / �13：15～14：00

仁科愛（elect）・秋満義孝（p）・白石啓太（per）・ 
加藤真一（b）・野村佳乃子（vo） 

吾妻光良（vo・g）& The Swinging Boppers
�15：00～15：45 / �16：15～17：00

台湾のジャズピアニスト 趙雲華を迎えて！ 
小田陽子（vo）＆エスタシオン 
市川直樹（p）・内田隆造（b）・小田智昭（ds）・梅田光雄（g）・ 
浦辻晴実（cng）・小田陽子（vo）・スペシャルゲスト 趙雲華（p） 
�13：00～14：00 / �14：30～15：30

両日　�21：30～22：15　②22：45～23：30 
26�　澤田一範（as）竹内亜里沙（p）小林航太朗（b） 
27�　矢野眞道（vo）山崎弘一（b）高橋知己（ts）米田正義（p） 
チャージ：両日2300円（ドリンク別）入替制 
※パスポート券提示でチャージ300円引き 

両日　①19：30～20：20　②21：00～21：50　③22：30～23：20 
26�　井上ゆかり（p）藤村麻紀（vo） 
27�　青木弘武（p）右近茂（ts）石川真奈美（vo） 
チャージ：2000円（1ドリンク付）　入替制 
http://www.bekkoame.ne.jp/̃h.yamakawa/

両日　①19：30～　②21：00～ 
26�　あづみ（vo）愛川聡（g） 
チャージ：2500円 
27�　ほういち（g）松尾はるみ（vo）若井俊也（b） 
チャージ：2000円  入替制 
※両日パスポート券提示の方1ドリンクサービス 

両日　①19：00～20：30　②21：00～22：30 
OMO-Dooo 表雅之（as）諸岡大也（org）二宮純一（g）中里た
かし（per）横山和明（ds） 
チャージ：2000円（ドリンク別） 入替制 

両日　①20：00～　②21：30～ 
26�　Reddyo（p,vo）小田智昭（ds）他 
27�　やまもときょうこ（vo）中上香代子（p） 
　　　相川等（tb）小田智昭（conga） 
チャージ：両日2000円（ドリンク別） 

27�　①18：00～　②19：00～　③20：00～ 
マイキー（g）＆マッチュー（たてぶえ） 
チャージ：投げ銭＋要オーダー 

26日�　①19：30～20：20　②21：00～21：50 
岩波邦江（vo）遠藤光夫（g）緑川一男（b） 
チャージ：1500円＋要オーダー 

26�　①20：00～　②21：00～　③22：00～　④23：00～ 
①③　深澤友梨恵（vo） 
②④　MACARONICa　浅香里恵（p）有賀要祐（b）岡山晃久（ds） 
27�　①19：00～　②20：00～　③21：00～ 
S.O.G.（スリリング・オヤジ・ギャルズ） 
チャージ：投げ銭＋要オーダー 
※パスポート券提示でつまみ1品サービス　営業時間：18：00～29：00

両日　�20：00～　�21：30～ 
26�　天勝拳　國仲勝男（六弦）天田透（fl,bfl,cbfl）つのだ健（ds） 
27�　トリオ座（林栄一（as）國仲勝男（六弦）小山彰太（ds））
＋天田透（fl,bfl,cbfl） 
チャージ：両日2000円（ドリンク別）入替制　��通し2800円（ドリンク別） 
※パスポート券提示で1ドリンクサービス 
http://www5.ocn.ne.jp/̃yvision/newpage2.html?

26�　①18：30～19：10　No sai's 
　　　②19：25～20：05　サウンド  オブ  クレセントシティー 
　　　　　　　　　　　（佐藤信吾tp） 
　　　③20：20～21：00　スーパークエスチョンズ 
27�　①17：30～18：15　microcosmos 
　　　②18：30～19：10　HULLY GULLY ENSEMBLE 
　　　③19：25～20：05　TAKESHI&HIBARI 
　　　④20：20～21：00　HULLY GULLY ENSEMBLE 
チャージ：投げ銭＋要オーダー（出入り自由ただしその都度清算） 
http://www.asagaya-suzuran.com/tengen.html

26�　①開場18：50　演奏19：30～20：15 
　　　②開場20：50　演奏21：30～22：15 
27�　①開場17：50　演奏18：30～19：15 
　　　②開場19：50　演奏20：30～21：15 
岡村紘志カルテット　柳沼寛（as）橋本啓一（p）平沢清二（ds）
岡村紘志（b） 
チャージ：イタリアンディナー＆ミュージックチャージ　4500円（ドリンク別） 
※予約優先　開場時間はディナー開始時間となります。 
http://trattoria-ms.com/

27�　①18：00～　②19：00～　③20：00～　④21：00～ 
��　ロンサム神田川ジェントルマン 
��　BLUGRASS STOMP 
チャージ：投げ銭＋要オーダー（1ドリンク500円） 
http://www.asagaya-azuma.com/

27�　19：30～20：00　矢野忠と大吉TRIO 
　　　20：30～21：00　矢野忠と青空ロマンス楽団 
チャージ：投げ銭＋要オーダー（1ドリンク500円） 
※1Ｆオープンテラス　http://www.aonisai.jp/

26�　①19：00～　②20：00～　③21：00～ 
　　　　GYPSY VAGABONZ ワンマン♪ 
27�　①14：00～　新宿二丁目BAND 
　　　②15：30～　イケマー＆ホイホイボーイズ 
　　　③17：00～　ボンバードラミ＆西海しげる 
　　　④18：30～　涼子バンド 
チャージ：投げ銭＋要オーダー　飲食は各自清算（通常営業） 
営業：11：30～23：30（L.O.23：00） 

26�　開場：18：30　19：00～ 
あやとり　黒沢綾（vo,p）佐野俊介（b）工藤悠（ds） 
塚本真一トリオ　塚本真一（p）守屋拓之（wb）菅沼雄太（ds） 
吉田充里（as,ss）岩崎良子（p） 
チャージ：2500円（ドリンク別） 
※パスポート券提示でチャージ500円引き（金のみ） 
27�　開場：19：00　�19：30～　�21：00 
�浜博志＆モア＋上畠尚子　浜博志（key）赤塚謙一（tp）安
川信彦（sx）榎本裕介（tb）藤巻良康（b）海老沢幸二（ds）津島
周平（per）安部泰朗（per）上畠尚子（vo） 
�藤本敦夫フェスタfeat.橋本一子　藤本敦夫（vo,g）橋本一
子（vo,p）橋本眞由己（vo,p）石井美紀子（vo,dance）サッチャ
ンWFS（vo,per）土屋理揮（vo,per）松島賢人（b）HAJIME（ds） 
チャージ：3500円（ドリンク別） 

両日　①19：30～　②21：00～  
ライミット・プロジェクト・バンド　武本ゆずか（vo）金子健太郎（g）
小池太郎（b） 
チャージ：フレンチディナー＆jazzチャージ4800円（ドリンク別）　入替制 
※パスポート券提示で1ドリンクサービス 

両日　TOKYO HOT CLUB EXPRESS 
※パスポート券提示で特典あり　http://nighttrainraman.com

27�　①17：30～　②18：30～　③19：30～ 
ボンバードラミ＆西海しげる／イケマー＆ホイホイボーイズ／他 
チャージ：投げ銭＋要オーダー（出入り自由ただしその都度清算） 

26�　19：00～　チームビーフボール 
27�　18：00～　メリー☆チャン 
チャージ：投げ銭＋要オーダー　http://neknek.jimdo.com/

26�　①19：00～　②20：00～　③21：00～　上村隆 他 
27�　①15：30～　②17：00～　③18：30～　④20：00～ 
　　　ちゅら音/アロハ音 
チャージ：投げ銭＋要オーダー（飲食については通常営業） 
※営業時間：11：00～23：00　http://www.okinawasoko.sakura.ne.jp/

26�　①19：30～　②20：30～　③21：30～ 
矢野忠と青空ロマンス楽団 他 
27�　①18：30～　②19：30～　③20：30～　④21：30～ 
Issei's Liberty Syncopators 他 
チャージ：投げ銭＋要オーダー（飲食については通常営業） 
※17:00開店　http://www.yugentei-asagaya.jp/

26�　①19：30～20：00　②20：20～20：50　③21：10～21：40 
　　　④22：00～22：30　⑤22：50～23：10 
Swing Beaucoup（スイボク）／カツラマズルカ／サウンド オブ  
クレセントシティー（佐藤信吾tp） 
27�　①18：00～18：30　②18：50～19：20　③19：40～20：10 
　　　④20：30～21：00　⑤21：20～21：50　⑥22：10～22：40 
ことり＆mammy muuu／チームサソリ／The Scrap Boys／モミ
ーFUNK!／microcosmos 
チャージ：投げ銭＋要オーダー（出入り自由ただしその都度清算） 
http://www.e-ebesu.com/

27�　20：00～20：30　ニュー東京スマートボーラーズ 
　　　21：00～21：30　カブトクラブ 
チャージ：投げ銭＋要オーダー（1ドリンク500円） 
http://asagayamunch.com/

26�　20：00～23：00 
豊田耕三（irish fl,whistle）野口明生（irish fl,whistle） 
長尾晃司（g）中藤有花（fiddle,concertina） 
27�　13：00～16：00 
大久保真奈（fiddle）下田理（g）奥貫史子（fiddle） 
中藤有花（fiddle,concertina） 
チャージ：投げ銭＋要オーダー 

両日 
昼の部　①13：00～13：30　②13：50～14：30　③14：50～15：30 
夕の部　①16：00～16：30　②16：50～17：30　③17：50～18：30 
①Taro & Kenty　金子健太郎（g）小池太郎（b） 
②ライミット・プロジェクト・バンド　金子健太郎（g）増田和紘（p）
小池太郎（b）石井しげじ（ds） 
③LPB with Yuzuka　武本ゆずか（vo）金子健太郎（g）増田和
紘（p）小池太郎（b）石井しげじ（ds） 
チャージ：2500円（1ドリンク＋スナック付）昼の部／夕の部入替制 
※パスポート券提示で1ドリンクサービス 
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26�　14：00～18：00　HIBI★Chazz-K／後藤輝夫「ごめんね！」 
27�　11：00～19：00　杉並区制80周年記念パレード（区役所前スタート） 
HIBI★Chazz-K／後藤輝夫「ごめんね！」／交流自治体セッション［元春with KATO MAA（名
寄市）・Reina 他（青梅市）］／下田卓カンザスシティバンド 
 
 
26�　12：00～13：00　杉並区役所音楽部「リズムテイスト」／ニューディキシーモダンボーイズ 
　　　18：00～19：30　 津軽三味線 & JAZZ 山本大  他 
27�　11：00～17：30　都庁スイングビーツ／杉並第二小学校ウインドバンド／さんあい杉並スイ
ングノーツ／杉並サニーサウンズ／ゆう杉並OFFICIAL JAZZ TEAM／Dandy Cats Orchestra  他 
 
 
●パールセンターサブドーム下ステージ 
26�　16：00～16：30／16：40～17：10／17：20～17：50／18：00～18：20／18：30～19：00 
Swing Beaucoup スイボク／サウンド オブ クレセントシティー（佐藤信吾tp）　他 
27�　14：00～16：40／17：00～17：30／17：45～18：15／18：30～19：00 
早稲田ニューオルリンズジャズクラブ／矢野忠と青空ロマンス楽団 
●すずらん通り 今関畳店前 路上ステージ ※雨天の場合「中華飯店天源」と「アサガヤエベス」に振替（両日） 
26�　15：00～15：25／15：40～16：05／16：20～16：45／17：00～17：25／17：40～18：05 
スーパークエスチョンズ／カツラマズルカ／MACARONICa　他 
27�　13：00～13：30／13：50～14：20／14：40～15：10／15：30～16：20／16：20～16：50
／17：10～17：40／18：00～18：30 
神輿オールスターズBigBand／チームサソリ／TAKESHI&HIBARI／The Scrap Boys／Issei's 
Liberty Syncopators

26�　13：00～16：00　ニューディキシーモダンボーイズ 
27�　11：00～15：00　ニューディキシーモダンボーイズ／早稲田ニューオルリンズジャズクラブ
／HIBI★Chazz-K 
 
 
26�　15：00～19：00　竹内郁人クインテット 
27�　14：00～18：00　竹内郁人クインテット 
 
 
●北口商和会事務所前 
27�　13：00～13：30／14：00～14：30／15：00～15：30／16：00～16：30／17：00～17：30 
新宿二丁目BAND／TAKESHI&HIBARI／ことり＆mammy muuu／ 
Issei's Liberty Syncopators／モミーFUNK! 
●商和会イベント広場 
27日�　13：30～14：00／14：30～15：00／15：30～16：00／16：30～17：00／17：30～18：00 
東京レバーハッツ／矢野忠と大吉トリオ／ALOHA音／BLUGRASS STOMP 他 
 
 
27�　13：00／13：30／14：00／14：30／15：00／15：30／16：00（16：30終了） 
fun!／コール・ピアチェーレ／The Imagination（ザ・イマジネーション）／Tea-mix（ティー・ミックス）
／アイランズ／iroha／コンノアキコ 

吾妻光良（vo・g）・牧裕（b）・
岡地曙裕（ds）・早崎詩生（p）・
冨田芳正（tp）・近尚也（tp）・
名取茂夫（tp）・西島泰介（tb）・
山口三平（bs）・糸井将博（as）・
渡辺康蔵（as・vo）・西川文二（ts） 

アカペラジャズ　Tanto Guts 他 
�18：30～19：15 / �19：45～20：30

日本唯一のジャンプ・ブルースバンド 
阿佐谷初登場！ 
最高に楽しいバンドです！ 

ストリート会場  
雨天などで中止することがあります。当日HP新着情報をご覧ください。各バンドＣＤ販売あり、無料会場ですが投げ銭大歓迎です！ 

TEL 03-5397-1553 
杉並区阿佐谷南3-31-2トガシハウス1F

TEL 03-3223-3111 
杉並区阿佐谷北1-27-6

TEL 03-6750-8231 
杉並区阿佐谷北1-34-5

TEL 03-3318-8355 
杉並区梅里2-40-18 第3志村ビル1F

TEL 03-3311-6100 
杉並区阿佐谷南1‐12‐5 クリオレミントンハウス1F

TEL 03-3223-1484 
阿佐谷北3-10-13 前田ビル1F

■ とり成 TEL 03-3398-4987 
杉並区阿佐谷南3-37-3-１F■ マンハッタン TEL 03-3336-7961 

杉並区阿佐谷北2-2-7キラクビル3F ■ jazz bar クラヴィーア TEL 03-3393-0418 杉並区阿佐谷南3-37-13-3F

TEL 03-3311-6108 
杉並区阿佐谷南2-19-8 ホテルSプリ1Ｆ ■ Asagaya Cafe■ Bar RamaLi TEL 03-3398-1614 

杉並区阿佐谷南3-37-11 スマイルホテル1F

■ 居酒屋「前田家」 TEL 03-6795-7350 
杉並区阿佐谷南1-47-21 プラザ阿佐谷104

■ 中国飯店 天源 TEL 03-5305-6506 
杉並区阿佐谷南1-9-12 1F

■ 阿佐谷 市庭（いちば）スタジオ TEL 03-3325-7254 杉並区阿佐谷南3-37-10 
　YSディセンダンツビル2F

■ 遊遊 TEL 03-3336-7880 
杉並区阿佐谷北1-5-16

■ 海鮮食楽部 TEL 03-5397-3035 
杉並区阿佐谷南3-34-13 第2更級ビル1F

■ Yellow Vision（イエロー ヴィジョン） TEL 03-6794-8814 杉並区阿佐谷北2-2-2 
　　阿佐谷北２丁目ビルB1F

■ （イタリア料理） トラットリア M’s

■ そば酒房 東（AZUMA） 

■ 青二才 

TEL 03-5305-3296 
杉並区阿佐谷南1-47-16 1F■ CHICKEN LEG CAFE

TEL 03-3316-6799 
杉並区阿佐谷南1-35-23 
　　　　　　　第一横川ビルB1

■ ライヴ小屋 Next Sunday

TEL 03-6276-9938 
杉並区阿佐谷南3-37-10 
　YSディセンダンツビル1F

La Maison Courtine（ラ・メゾン・クルティーヌ） 

TEL 090-2905-0470 
杉並区阿佐谷北2-2-8 2F■ Bar Night Train

■ asagaya MUNCH（マンチ）!!

■ 串活『あしたのために』 

TEL 03-5934-7083 
杉並区阿佐谷南1-6-1■ ダイニングバー NEK NEK

TEL 03-5306-0776 
杉並区阿佐谷南1-34-13■ 沖縄倉庫 

TEL 03-6304-9266 
杉並区阿佐谷南1-36-16 
　　　　　　　第57東京ビル2F

■ 居酒屋 悠玄亭 

■ アサガヤエベス 

■ MAD HOG KITCHEN TEL 03-5347-2464 
杉並区阿佐谷南3-37-3 第4志村ビル202

バラエティ会場  各店別料金。詳細は直接会場へお問い合わせ下さい。 

＜北口旧中杉通り＞ 

＜阿佐ヶ谷駅北口パサージュ前＞ 

＜阿佐ヶ谷駅南口特設ステージ＞ 

＜杉並区役所前＞ 

＜南口パールセンター～すずらん通り＞ 

＜ジャズウォーク＞ 

＜世尊院幼稚園第二園庭＞　～アカペラ/コーラス・ストリート2012

パブリック会場・有料 

吾妻光良& 
The Swinging Boppers
吾妻光良& 
The Swinging Boppers

●ご注意　本チラシに記載の出演者は2012年8月末日現在のもので、変更になる場合があります。最新情報は、ホームページでご確認ください。パブリック会場への入場は、
共通パスポート券が必要です（無料表示のあるものを除く）。安全確保のため、入場を制限する場合があります。ストリート会場は無料、バラエティ会場は別途料金が必要です。 




