
KOCHI
WINTER

高 知 ウ イ ン タ ー ジ ャ ズ
オリオンが見つめる夜　街中の音色がジャズになる
フリーパスチケットにより　開催会場を気の向くままに

ワンドリンク付き前売2,500円　［当日3,000円］ 

OPEN 17：30 … START 18：00
2013. 1 .27 SUN

■8会場フリーパスチケット

ワンドリンク付き前売2,500円　［当日3,000円］ 

JAZZ Vol.7

高知ジャズフェスタ実行委員会　http://kochijazz.web.fc2.com/
■主催　高知ジャズフェスタ実行委員会 ■後援　KUTVテレビ高知・エフエム高知・KSSさんさんテレビ・㈶高知市文化振興事業団・KCB高知ケーブルテレビ・帯屋町筋商店街
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タウン 80席
2088-825-3597ロイヤルビル5Ｆ

60席
2088-823-0647アスター121ビル5Ｆ

KOCHI WINTER JAZZのご案内とお願い
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赤のれん
　2F本店

ジャスト
フレンズ

80席

2088-825-0100
2F

30席
2088-822-3955

〈毎月第3金曜19時半より木馬ライヴ開催♪〉

ミューズ

＊22：30から打ち上げセッションタイムをエルレロ&リングとタウンにて行います。入場ご希望の方は、当日各会場受付にて1,000円の入場券をお求めいただけます。
＊ライブ終了後の営業は各店舗にお問い合わせ下さい。

■Bee Station HP
　http://www.beestation.jp/

■タウンHP
　http://x67.peps.jp/publoungetown

■喰人HP
　http://www.kuijin.com/

■高知パレスホテルHP
　http://www.kochipalace.co.jp/

〈ホテル特製サンドウィッチ¥500〉

〈軽食お持ち込み可〉

2088-872-1690

■ それぞれの会場について
会場の広さはさまざまです。補助イス等を用意している会場もありますが、お店の
広さ、入場者数により立ち見になる場合もありますのであらかじめご了承下さい。
小さいお子様はご遠慮下さいませ。高校生以上が料金の対象となります。

ウェルカム
ホテル1Ｆ

1F マリモンテス 60席
2088-823-3555

■ウェルカムホテル高知HP
　http://welcomehotel.jp/

〈軽食あり〉

喰人 -Cuisin- 150席
2088-822-0909アルカビル5Ｆ

〈軽食あり〉

80席
2088-855-6066

Bee Station
〈軽食あり〉

Time Table

タウン

18：00～ 19：00～ 20：00～ 21：00～

Bee Station

安田貴TRIO Swing SAM

EIJI TRIO

BY-KING

勝賀瀬達也グループ

Flat Five Jazz Quartet

井上省三トリオ・プラス PISTOL JAZZ

EIJI TRIO The GroupChilicon Carne高﨑元宏トリオ+MICHICO+1

高﨑元宏トリオ+MICHICO+1The Rocker Room

SOJA

エルレロトリオ&フレンズ

ジャストフレンズ

高知ラテンJazzファクトリー
西村入道 &

高知ラテンJazzファクトリー
西村入道 &

Imagination S J C

ima-J

安田貴 TRIO

Swan’fee

Caprice Jazz Quartet

マキコリカコ Imagination

The Rocker Room PISTOL JAZZ MAKE-ing☆Jams バリアフリーブラス

SOJA

2F ミューズ

1F マリモンテス

MORITAビル4Ｆ
2088-824-8972
MORITAビル4Ｆ
2088-824-8972

E-mail : kochijazzfesta@yahoo.co.jp

ご意見ご感想をメールにてお聞かせ下さい

80席
2088-882-7007おおいビル4Ｆ

ファンシー・ラボ

エルレロ&リング

ファンシー・ラボ

エルレロ&リング

パンチョス

■ 8会場フリーパスチケット
チケットを提示頂ければ、当日は8会場全てに入場できます。ただしドリンク券は1回のみです。

■ 各ステージワンドリンクのお願い
1ステージごとに必ず1ドリンクをご注文下さい。

■ 各バンドの1ステージの演奏時間
1ステージ40分となっております。時間厳守を励行したいと思います。同じバンドが続けて演奏
することはありません。移動の時間など、バンドのTime Tableを見てフランして下さい。

喰人 -Cuisin-

チケットのお求めは：高新プレイガイド／楽器堂本店・イオン店・ＯpusＣlub／赤のれん／ジャストフレンズ／開催8会場及び出演者まで
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Hashida

BY-KING［バイキング］

SOJA［ソージャ］

西村入道&高知ラテンJazzファクトリー
机の上の音楽雑誌とスコア。鉛筆と消しゴム。雑然と
した自分の部屋で、作曲、アレンジ、採譜。パソコンか
らダウンロードしても音符のある譜面とは限らない。
一苦労。一回のリハでいいものを出そうと思えば、時
間を割いた作業、細心の注意も必要だ。でもそこが
長年やってきた仲間達。バンドだ。仕上りも早い。も
ちろん入道くんも仲間の一人。パワーあふれるス
テージ、歌声は皆を魅了してやまない。楽しみなライ
ブが又やって来た。

高﨑元宏トリオ+MICHICO+1［タカサキモトヒロトリオ＋ミチコ＋1］
20数年前に結成した高﨑元宏トリオ。だいぶ
おじさんになりましたが元気です。
ヴォーカルのMICHICO、テナーサックスの下
元文博を迎えて、まだまだがんばります。

高﨑　元宏（pf）
弘井　　誠（b）
山崎　文靖（ds）

下元　文博（ts）
MICHICO（vo）

安田 貴 TRIO［ヤスダタカシトリオ］ マキコリカコ

Swing SAM［スイング サム］

PISTOL JAZZ［ピストルジャズ］SJC［エスジェイシー・スサキジャズクラブ］ Swan’fee［スワンフィー］ バリアフリーブラス

Chilicon Carne［チリコン カーン］

野口　靖夫（pf）
藤岡　輝行（b）
西込　　充（ds）

傍士　　操（gt）
伊藤　啓介（ts）

The Group［ザ グループ］

THE ROCKER ROOM［ザ ロッカールーム］

石渡　満雄（vo.pf）
竹島　文彦（vo）
梅原　　博（vo.mc）

藤岡　輝行（b）
西込　　充（ds）
傍士　　操（gt）

Imagination［イマジネーション］

県西部で活動する数少ないジャズユニットで
す。曲目はスタンダードが中心ですが、4ビー
ト、2ビート、ラテン、ロック、歌謡曲（？）と何で
も有りの楽しいバンドです。今回もお客様と共
に、精一杯のステージを作りたいと思っていま
す。宜しくお願いします。

ジャスト フレンズ
若手からベテランまで、沢山のミュージシャンが集
まる帯屋町の「ピアノひき語りの店 ジャストフレン
ズ」のオーナー、石渡満雄率いるグループです。前
回リーダー不在で失礼致しましたが、今回はジョ
ニー豊永も加わり、フルメンバーで出演します。
お店では毎週金・土のデュオライブ、最終日曜日の
3バンドによるジャズライブ等色々やっております
ので、そちらの方もよろしくお願い致します。

Y  U  K  I （vo）
清水　　誠（ds）
高橋　幸二（b）

山地　　高（ts.ss）
白土　博三（pf）

還暦を迎えてしまった男性3名のヴォーカルグ
ループが、すばらしいリズム隊のサポートによ
り、ごきげんにスウィングするスタンダードジャ
ズに取り組みます。とても楽しいステージにな
るよう頑張りますので、どうかご期待ください。

昭和をテーマにあの頃聴いた事のある様な音
楽を骨太のＲＯＣＫで表現しているバンドです。
自分達なりのサウンドをこの高知ウィンター
ジャズという素晴らしい舞台で演奏できたらと
思います。

石渡　満雄（pf）
北村　希代（b）
大久保日和（ds）
ユーキャン（gt）

バリ サクタロー（bs.cl）
横山利佳子（vo）
ジョニー豊永（vo）

Soul & Jazz のSOJAです。1994年バンド結
成以来、様々な場所で演奏させて頂きました。
円熟味を増した、それでいて、いつまでも若い
（つもりの）SOJA Sounds をお楽しみ下さい。
聴いてみないと、見てみないとわからない！

安田　　貴（gt）
安田　利一（gt）
高橋　　豊（as.ss）

岡崎　泰弘（b）
西本　武司（ds）
長谷川まち（vo）

木馬５０周年おめでとうございます!!

こんにちは♪チリコンです。メンバー全員、何
時もより元気で張り切ってます。野口(pf)さん
を囲み音楽に酒に日々精進を重ねております
♪今回のステージでは新譜も演奏させて頂き
ますので、ご期待下さい。では皆さま、会場でお
会いしましょう♪♪♪
☆チリコンブログ☆更新中!! http://chilicon7.jugem.jp/

2012年のWINTERJAZZは、おかげさまで
大盛況で、本当にありがとうございました☆
今回も更に、皆さんに楽しんで頂けるように一
年越しの集大成をお届けしようと思うちょりま
す☆　☆さぁ☆次に行く所を迷っている、そこ
のあなたっ!☆★是非一緒にジャムりましょ★☆

☆こんにちは、BY-KINGです☆
張り切って演奏しますので、みなさんも頑張っ
て聴いてみてください。

オジサンドラムとベースが女性プレイヤーを盛
り上げます。楽しんでください。

今回の高知ウインタージャズ出演をきっかけに
バンド活動を再開することになりましたSJCス
サキジャズクラブです。約１０年程度のブラン
クはありますが、ローカル色豊かに須崎の潮風
を「それなりに」届けたいとおもいます。

初めましてSwan'feeです。普段はイベント、カ
フェなどのライブが多いですがついにウイン
タージャズに初参加です。
楽しいステージをお約束致しますので是非とも
足をお運びください。
いつもは二人で活動していますが、この夜はバ
ンドバージョンでお届けします。
http://www.swanfee.com/

竹内　清隆（pf）
金岡　宣夫（ds）
野村　　茂（b）
広瀬　紀一（as）

上田　健司（ts）
上田　　妙（vo）
パパ　橋田（perc）

西村　入道（vo）
岡野　博史（gt）
山地　　高（ts）

吉井　美賀（pf）
平井　　学（b）
谷相　隆永（ds）

［楽器の略記］　tp（トランペット）　ss（ソプラノサックス）　as（アルトサックス）　ts（テナーサックス）　ｂs（バリトンサックス）　fl（フルート）　tb（トロンボーン）　gｔ（ギター）　pf（ピアノ）　kb（キーボード）　b（ベース）　ds（ドラム）　perc（パーカッション）　vln（ヴァイオリン）　vo（ヴォーカル）　mc（司会）

高知JAZZの老舗【木馬】を拠点にライブ活動
しています。ウエス・モンゴメリーの曲やスタン
ダードを演奏しています。
すべて皆様のおかげでございます。（安田）
緊張感のなかにも思いやり溢れるトリオサウン
ドをお楽しみ下さい。（中川）
世の人は我をなんとも言わば言え、我が成す事
は我のみぞ知る。（道倉）

安田　　貴（gt）
中川　宏治（b）

道倉　康介（ds）

EIJI TRIO［エイジトリオ］

Bee Station　18：00

木馬　21：00

ミューズ　21：00

タウン　19：00 MAKE-ing☆jams［メイキング☆ジャムズ］ 喰人　20：00木馬 18：00 ／ パンチョス 21：00

森田　厳一（as.ts）
北村　真実（pf）

北村　希代（b）
大久保日和（ds）

勝賀瀬達也グループ［ショウガセタツヤグループ］

Caprice Jazz Quartet［カプリース ジャズ カルテット］

井上省三トリオ・プラス［イノウエショウゾウトリオ プラス］ Flat Five Jazz Quartet［フラットファイブジャズカルテット］

伊藤　義彦（ds）
小松　静一（b）
名倉　雅也（gt）
名倉　圭子（kb）

小倉弓里佳（as）
高平　希望（tp）
Goku 宮崎（ts）

ima-J［イマージ］

エルレロトリオ&フレンズ

結成3年目のドラムレス・トリオです。とは言っ
ても、リーダーはすでに4年前に還暦の「赤い
チャンチャンコ」を脱ぎ終えていますので、バン
ドの平均年齢はまさに皆様の御推察の通りで
す。「高知ジャズ・フェスタ」には、昨年の冬・夏に
続いて3度目の参加となる新参者ですが、どう
ぞよろしくお願い致します。
http://www.guild.fem.jp/
「スタジオ・ギルド」で検索して下さい。

今年もよろしくお願いいたします。引き続き
テーマはしつこく「インスト・ジャズ・ファンク」な
のです。今回はホーンユニット「pAUse」の2
人に加え、愛媛・新居浜から「Goku宮崎（ts）」
氏が参戦！どうぞお楽しみに～！
http://www.kcb-net.ne.jp/y-hiko/

井上　省三（ts.vo）
浜本　伸子（pf）
森田　　洋（b）

鍋山　美和（vo）
橋詰未紗紀（f l）

ジャズに教えられることは多い。過去を振り返
るな（自分の意図しない音が出ても気にしてい
てはいいプレイはできない）。自分の力を信じ
ろ（不安な気持ちが少しでもあると即興はドツ
ボにはまる）。そして、「今」を思いっきり楽しめ！
そう、この過ぎ去る一瞬一瞬に、どれだけ本当
の気持ちでぶつかっていけるのか・・・そんなこ
とが、正直に音に反映する。そして仲間と深く
語り合える・・・なんてすばらしい時間！

１９９８年結成。結成以来毎月の定期ライブやイ
ベントライブも含め、数えること通算２7０回ラ
イブ達成！！個人のテクニックはさておき（笑）、明
るく楽しくをモットーに演奏を続けています。何
よりも、お客さんが楽しんでくれるのが一番。今
回も本気で元気で！演奏させていただきます。
http://ag5.net/̃flat5/

まだまだジャズフェス新参者の西村マキコです。今
回もリカコ姐さんのパワフルヴォイスを活かして、真
冬の寒さに負けないホットな演奏を目指します。そし
てやっぱり「スウィングしなけりゃ意味がない♪」

昨年はジャズ喫茶「木馬」の２階に溢れんばかりの
お客さまに来て頂き大変感激致しました。さあ本
番！のときに何もまだ喋ってないのに会場中のお
客さまが大爆笑なさっていてマキコさんと（何
…？？）、結局一緒になって笑ったのを覚えていま
す。今回も楽しく（何か）おもろいステージにした
いと思うリカコ・デラックスです。

ヨーロピアンジャズ・ジプシースイング。ステ
ファン・グラッペリーやジャンゴ・ラインハルト、
またオリジナル曲を演奏します。バイオリン・ギ
ター・ベースのシンプルな構成で、中四国で活
動しています。結成14年目です。よろしくお願
いします。

平成１５年夏、柳町夕涼み会（宮尾知明主催）をきっか
けに高知商業高校昭和４５年卒業の音楽部メンバーを
中心に活動を始める。その後高知商業高校音楽部ＯＢ
又友人等の紹介もありメンバーを拡充。各種イベント
のアトラクション（ミニライブ）及び福祉施設慰問演奏
等で、現在２４名（高知商業ＯＢ半数）にて活動中。メン
バー構成は２０歳代から７０歳代まで幅広く、技術固執
でなく、あくまで音楽を楽しむ楽団。又その雰囲気がお
客さんに伝わる事を目指し、地域貢献が最大の目標。

坂本　雅夫（ds）
矢野　耕一（b）
吉井　美賀（pf）

小倉弓里佳（as）
森　ひろ子（vo）

前回のサマージャズでは「岡山バンド」として岡山
を拠点とする若手ミュージシャンを集め、演奏させ
ていただきました。今回はバンド名を変更して参加
します。理由は「もう岡山バンドとは呼べない」から
です。各メンバーが現在拠点としている県は、香
川、岡山、広島と多岐に渡ります。しかもそれぞれ
が他県へ遠征等しており、どこが拠点とも言いがた
い状況です。そんな、中四国で引っ張りダコのメン
バーを取り揃えたこのグループ、お見逃し無く！！

Bee Station　20：00

Bee Station　19：00

エルレロ&リング　18：00

タウン　18：00

パンチョス　20：00

マリモンテス　20：00

喰人　21：00

マリモンテス　19：00

木馬　19：00

パンチョス　18：00

エルレロ&リング 19：00 ／ マリモンテス 21：00

喰人 19：00 ／ Bee Station 21：00

喰人 18：00 ／ タウン 20：00

ミューズ 19：00 ／ エルレロ&リング 21：00

マリモンテス 18：00 ／ 木馬 20：00

ミューズ　20：00

ミューズ　18：00
タウン　21：00

パンチョス　19：00
エルレロ&リング　20：00

勝賀瀬達也（ds）
藤澤　　衛（as）

占部　貴大（pf）
金山　隆圭（b）

吉川　英治 （ds）
高知市出身。日野元彦氏に師事。都内ライブハウスな
どで演奏活動後、帰高。現在、高知市のジャズ喫茶
「木馬」を中心に、EIJI TRIO、TROY STARS、
Makiko Trio、パーカッションとのDUOなどで活動中。
http://www.jazz-eiji.com/
西村　公孝 （b）
土佐山田出身。1987年より演奏活動開始。1991年
から4年間ニューヨークにて藤原清登氏に師事。帰国
後EIJI TRIOをはじめ多方面で活躍中。
福田　　誠 （pf）
四万十市出身。大学在学中に辛島文雄氏に師事し、演
奏活動を開始。帰高後はビッグバンドなど数々の
ミュージシャンとセッションを重ね、現在EIJI TRIOを
中心に活躍中。 エイジシンブンhttp://blog.goo.ne.jp/troy55kc

筒井 博雄（perc）
徳弘 雅志（perc）
宮本 眞弓（perc）
社領 慎吾（perc）

広永 晋司（as）
岡村 紘明（as）
百田 俊夫（ts）
石黒 純子（ts）
門田 康代（bs）

白石 精治（tb）
桐谷 千世（tb）
西本 良一（tb）
水口 直美（tb）

宮尾 知明（tp）
門田 信善（tp）
中野 ゆみ（tp）
筒井 聡文（tp）
岡林 慶子（tp）

社領 修作（gt）
福島 秀之（b）
社領 由香（pf）
田内 三雄（ds）
松岡 秀樹（ds）

西村マキコ（pf）

秋山　議範（vln）
鈴木　知彦（gt）

瀬戸　崇生（gt）
森本　正文（b）
東野　敦夫（ds）

濱田　　亮（gt.vo）
山下　寛恭（b）
宮本　昌昭（ds）

横山利佳子（vo）

松浦　康隆（b）
秋山　絵美（vo）

Jazzを英和辞典で引くと、狂騒、興奮、活気と
訳されています。
非日常でスリリングな音の世界、それがピスト
ルジャズです。
http://www.pistoljazz.com

坂田　弘之（as.ss）
尾谷　裕司（gt）
中島　正樹（b）

池田　葉子（b）
藤岡　大和（pf）
大黒　勝久（ds）

藤岡さより（vo）
〈KEN☆KEN〉
山本　昌邦（pf）
谷口　哲平（b）
小倉弓里佳（as）

前川　光子（tp）
井上　　章（ds）
ユーキャン（gt）
エ  ノ  キ（perc）

野島　大介（as）
竹内　清隆（pf）
国沢　祐介（gt）

竹邑　安生（b）
奥田　治夫（ds）

Rom i c o  （vo）
Masayoung （gt）

堤　　健治（b）
上田　隆博（ds）

［ニシムラニュウドウ＆
　コウチラテンジャズファクトリー］


