
チケットぴあ………0570-02-9999　http://t.pia.jp
ローソンチケット…0570-000-407　http://l-tike.com

ミューズチケットカウンター

04-2998 -7777

2014.12/20 [土] 18：00開場
18：30開演

所沢市民文化センター  ミューズ  マーキーホール
 S 席 5,000円
A 席 4,000円

主催 / 問合せ    公益財団法人 所沢市文化振興事業団　
〒 359-0042　所沢市並木 1-9-1　　04-2998-6500    
http://www.muse-tokorozawa.or.jp  
企画・制作    プランナーズルーム・テイクワン
協　　　力    ピュアハート
※未就学児のご入場はご遠慮下さい。　※発売初日はお一人様 6 枚までの販売となります。
※諸般の事情により曲目の一部が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※ミューズの駐車場は公演日には大変混雑します。
　ご来場の際は電車・バス等の公共交通機関のご利用をお勧めします。

〈託児サービス（有料・要予約）〉イベント託児・マザーズ
0120-788-222（月〜金 :10:00 〜 17:00）
託児所…0歳児 :2,000 円 /1 歳児以上 :1,500 円

チケットの
お求めは

所沢ミューズ 検　索

チケット発売 8月30日（土）メンバーズ優先
9月   6日（土）一般発売

三 浦 一 馬N A O T O国 府 弘 子 庄 野 真 代

〈出演〉国府弘子スペシャルトリオ【 国府弘子（P）    八尋洋一（B）    岩瀬立飛（Dr） 】
〈ゲスト〉庄野真代（Vo）     NAOTO（Vn）    三浦一馬（Bn）

ミューズだけのスーパーセッション! 忘れられない至福の瞬間…
と き

ミューズだけのスーパーセッション! 忘れられない至福の瞬間…
と き

UNFORGETTABLE CONCERT vol.12
アンフォゲッタブル・コンサート 

MUSE Christmas  Presents

GUEST GUEST GUEST

● 演奏予定曲 ●  飛んでイスタンブール / リベルタンゴ / クロース・トゥ・ユー　ほか

Ⓒビクターエンタテインメント（株）



04-2998-7777
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※発売初日はお一人様6枚までの販売となります。
※諸般の事情により曲目の一部が変更になる場合がございます。
　あらかじめご了承ください。
※駐車場は大変混雑しますので、公共の交通機関をご利用ください。

○チケットぴあ ……0570-02-9999　http://t.pia.jp
○ローソンチケット…0570-000-407　http:// l-tike.com

チケットのお求めは……ミューズチケットカウンター
所沢市民文化センター　ミューズ
〒 359-0042 所沢市並木 1-9-1　TEL:04-2998-6500
http://www.muse-tokorozawa.or.jp

西武新宿線・航空公園駅東口より徒歩約10 分 / バス約 3 分
西武新宿線・航空公園駅まで
■池袋駅より約 30 分（所沢駅乗り換え）
■西武新宿駅より約 40 分
■ JR 国分寺駅より約 20 分（東村山駅乗り換え）
■本川越駅より約 20 分

お問い合わせ

所沢ミューズ 検　索

庄野真代　（歌手・シンガーソングライター）  

1954 年大阪生まれ　1976 年アルバム「あとりえ」
でデビュー。
1978 年「飛んでイスタンブール」「モンテカルロで
乾杯」などが大ヒット。
その後 28 か国 132 都市をめぐる世界旅行に。その
ときの体験から現在は歌手活動と共に NPO 法人
国境なき楽団を運営。
国内外で音楽を通じた支援活動、フィランソロピーを継続して行っている。
2013 年秋、若手タンゴジャズ・クロスオーバーグループ「JACROTANGS」
とのコラボレーション・アルバムをリリース。
また近年の和モノ AOR としての再評価の高まりを受けて、各地での演奏
活動も多い。
趣味はチャレンジ。地球を音楽でいっぱいにしようと日夜奮闘中 !
代表曲 飛んでイスタンブール / モンテカルロで乾杯 / アデュー / 
HeyLady 優しくなれるかい
◆ 庄野真代オフィシャルサイト　http://shonomayo.com/

NAOTO　 （ヴァイオリニスト / 作編曲家）

東京芸術大学音楽学部器楽科卒業。これまでに 6
枚のアルバム、楽譜、DVD を発表。クラシックか
らポップスまでジャンルにとらわれない音楽セン
ス、ブリッジをしながらの演奏など華麗なパフォー
マンスで人気を博す。
ドラマ「のだめカンタービレ」では出演、演奏指
導、楽曲提供で一躍注目を集めた。シリーズ累計 350 万以上のセールスを
誇るコンピアルバム「image」シリーズに 4 作連続で楽曲が収録されており、
アルバムとリンクした「live image」全国ツアーに葉加瀬太郎、高嶋ちさ子、
小松亮太、羽毛田丈史らと並び出演。
作曲家として CM、番組への楽曲提供や大泉洋らが所属する TEAM 
NACS を始め、多数の舞台音楽を担当。ハローキティとのコラボ、日本スー
プカレー協会理事に就任、“カレーマイスター”の資格取得など活動は多
種多彩。NHK「スタジオパークからこんにちは」描き下ろし曲「HIRUKAZE」
が今春から好評 O.A. 中 ! 来年のデビュー 10 周年を前に、自身初のベスト
アルバムを 8 月 27 日（水）にリリース。
ジャンルをスタイリッシュに跨ぎ、POPS を表現する唯一無二のヴァイオ
リニストとして、ますます進化を続ける NAOTO にさらなる注目が集まっ
ている。
◆ NAOTO オフィシャルサイト　http://www.naoto-poper.com

三浦一馬　（バンドネオン）

1990 年生まれ。小松亮太のもとで 10 歳よりバンド
ネオンを始める。2006 年に別府アルゲリッチ音楽
祭にてバンドネオン界の最高峰ネストル・マルコー
ニと出会い、その後自作 CD の売上で渡航費を捻
出してアルゼンチンに渡り、現在に至るまで師事
している。08 年 10 月、イタリア・カステルフィダ
ルド市で開催された第 33回国際ピアソラ・コンクー
ルで日本人初、史上最年少で準優勝を果たす。
演奏活動と並行して TV・ラジオを中心としたメディア出演も多数。11 年
5 月には別府アルゲリッチ音楽祭に出演し、マルタ・アルゲリッチやユー
リー・バシュメットら世界的名手と共演し、大きな話題と絶賛を呼んだ。
2012 年 11 月には 3rd アルバム「カーメラタンゴス」をリリース。現在、
若手実力派バンドネオン奏者として各方面から注目されている。
◆ 三浦一馬オフィシャルサイト　http://kazumamiura.com/

アンフォゲッタブル・コンサート 
UNFORGETTABLE CONCERT vol.12

国府弘子スペシャルトリオ

国府弘子スペシャルトリオは、「あ、うん」の呼吸で自由自
在の演奏を放つピアノトリオ。国府の朋友で日本人離れした
グルーブを聞かせるベーシスト八尋洋一。数々のセッション
を重ねかつ、独自のバンドでも活躍中の名実共に実力派ドラ
マー岩瀬立飛。
ポップス、ブラジル音楽、ロック、ジャズと豊富な音楽下地
をもつメンバーに支えられ、展開する国府弘子のピアノミュー
ジック。
国府弘子 20 枚目のアルバム『オラ !』は、このスペシャルト
リオで制作。

国府弘子　（ピアニスト / 作・編曲家）

数々の演奏経験を経てその音色にますます深い情感をたたえ、ジャン
ルを超越した共演者からの熱いラブコールの絶えないオンリーワンの
ピアニスト国府弘子。自己のトリオやソロピアノコンサートはもちろ
ん精力的な演奏活動を続け全国的な人気を集めるピアノ界のスーパー
レディ。
国立音楽大学ピアノ科在学中にジャズに目覚め卒業後単身渡米、ジャ
ズ界の重鎮バリー・ハリスに師事。帰国後 1987 年ビクター JVC レー
ベルと契約、2014 年現在で 21 枚を発表。他、アーティストへの作品
提供をはじめ、参加アルバムも数多い。ピアノと作曲両面でジャンル
を越えた取り組みを行い、独自の国府ワールドを確立。常に様々なチャ
レンジに挑みながら、音楽の喜びと情熱、そして安らぎにあふれる国
府弘子独特のピアノの魅力は聴く人々の心を捉え続ける。またこのト
リオは 2013 年に結成 15 周年を迎え、無二の信頼のおけるバンドとなっ
ている。
2008 年、NHK 教育テレビ「趣味悠 ・々国府弘子の今日からあなたもジャ
ズピアニスト」で講師として出演など、テレビ・ラジオのレギュラー
も数多い。
現在、川崎市文化大使。埼玉県入間市文化創造施設の音楽アドバイ
ザー、熊本平成音楽大学、尚美学園大学の客員教授もつとめる。
2015 年 1 月にピアノソロアルバムをリリース予定。伴ったツアーも予定。
◆ 国府弘子オフィシャルホームページ　http://kokubuhiroko.net

八尋洋一（B）、国府弘子（P）、岩瀬立飛（Dr）

Ⓒビクターエンタテインメント（株）


