JAZZY な秋祭（A4)

表

2

VOL.

JAZZ
in
YATSUGATAKE

で

行こう

圧倒的な完成度で
JAZZ の真髄を聴かせる
寺井尚子カルテット。
オペラ歌手・中鉢聡が、
JAZZ への初挑戦で

コンサート
15：30開場
16：30開演

新境地を拓く。

6

10 /

第1夜

（土）

©北田理純/Universal Music

寺井尚子カルテット
with 中鉢 聡
無二のテクニックと美しい旋律。
ジャンルを超越する 2 人の天才プレイヤーが、
ここ八ヶ岳で初共演！

10 /

8

©Jimmy&Dena katz

10 /

第3夜

（月･祝）

JAZZ 界に衝撃を与え続ける
圧倒的なピアニズムが、
クラシカルサックスの礎を築いた
須川の超絶技巧と交わる。

山下洋輔 with 須川展也
会場

八ヶ岳高原音楽堂
八ヶ岳高原海の口自然郷内施設

主催 / 八ヶ岳高原ロッジ

料金

◎コンサートのみ

9,200 円（各日）

（お一人さま） 31,200 円〜 79,100 円
◎ご宿泊セット

（コンサートチケット＋ご宿泊＋ブッフェディナー・ご朝食）
※詳しくは裏面へ。

7

ミッキー吉野
（ 日 ） × 押尾コータロー
第2夜

自然郷内のホテル・別荘邸宅を会場に
JAZZy なモノ・コトが集まります。

Music meets
Resort Life

イベント
同時開催！

な
写真：FIRESIDE

A K I S A I

薪ストーブクッキング・
ワークショップ

お問い合わせ

◎西武池袋本店5階
◎そごう横浜店6階

BANG ＆ OLUFSENで聴く
MUSIC HOUR !

Tel：0267 - 98 - 2131
八ヶ岳高原情報サロン
tel.03-5979-8480
八ヶ岳高原情報コーナー tel.045-465-5577

セブンイレブンマルチコピー機セブンチケットでも、
コンサートのお取り扱い
をしております。 ※宿泊プランの取り扱いはございません。
※お席は当日ホール受付にてグループごとの抽選となります。
※曲目・内容は変更になる場合がございます。
※就学前のお子さまのコンサートへのご同伴・ご入場はご遠慮くださいませ。
※コンサートチケットはご予約後のキャンセルはできません。

JAZZY な秋祭（A4)

裏

JAZZという自由なフィールドが可能にする、
異なるジャンルの鮮やかな融合。
八ヶ岳という場所だから叶う初共演で、
音楽は躍動する。
トップアーティストがJAZZを軸に集う一期一会のスーパーセッション。
PROFILE

秋の彩りを音で感じる旅へ

寺井尚子

標高1,500m、八ヶ岳東山麓に広がる200万坪の自然郷の中心に位置する

（ヴァイオリン）

NAOKO TERAI

八ヶ岳高原音楽堂。大自然に抱かれて、四季の彩りと、時の移ろいを感じな

世界を舞台に活躍するジャズ・ヴァイオリニスト。世界的アーティ

がら聴くコンサートは、一期一会の感動体験に。広大な高原リゾートを舞台と

ストと多数共演。
「文化庁芸術選奨文部科学大臣新人賞（大衆

する、
音楽の旅をお楽しみください。

芸能部門）」ほか多数受賞。
ジャズの枠組みだけにとどまらず、
幅広くかつ積極的な音楽活動を展開。

中鉢 聡（テノール）
SATOSHI CHUBACHI

1992 年ロッシーニ国際オペラコンコルソ入選。平成 5 年度文
化庁芸術家国内研修員。95 年「椿姫」で藤原歌劇団デビュー。

Special
Plan

新国立劇場では開場記念公演「建・TAKERU」に両面少名で
出演。以来「椿姫」、
「こうもり」
ほか数多く出演。

ミッキー吉 野（ピアノ・キーボード）

リゾートホテル「八ヶ岳高原ロッジ」

コンサート付宿泊プラン

お好きな客室をお選びいただける、
リゾートホテル「八ヶ岳高原ロッジ」のご宿泊プランをご
用意しております。
コンサートの余韻と共に、
ゆっくりとおくつろぎください。

MICKIE YOSHINO

宿泊プランに含まれるもの

1976 年に
「 ゴダイゴ 」結成。
ゴダイゴは
「 ガンダーラ 」等のヒッ

コンサートチケット・ご宿泊・ブッフェディナー・ご朝食

ト曲を生み出し、世界各地でコンサートを行い伝説のバンドとな

◎料金（1 泊 /1 室 2 名ご利用、お 1 人さま）

る。
その後は、ソロやユニットのほか、音楽学校創設、スタジオ活
動、映画や CM 音楽制作でも広く活躍。

※サービス料、消費税込み

部屋タイプ

10/6
寺井尚子 with
中鉢聡

10/7
ミッキー吉野×
押尾コータロー

10/8
山下洋輔 with
須川展也

KOTARO OSHIO

スタンダード A

34,400 円

34,400 円

31,200 円

2002 年アコースティックギタリストとしてメジャーデビューし、同

スタンダード B

37,300 円

37,300 円

33,400 円

デラックス

42,000 円

42,000 円

39,000 円

スイートルーム

74,000 円

74,000 円

63,900 円

押 尾コータロー（ギター）
年 10 月全米デビュー。近年はアジア各地での活動も拡げる。1
本のギターで弾いているとは思えない鮮やかで迫力あるギター
アレンジに多くの人々が支持。

※上記以外のルームタイプもございます。
※ルームタイプによって1室1〜4名さままでご利用いただけます。 詳しくはお問い合わせください。

山下洋輔（ピアノ）
YOSUKE YAMASHITA

フリー・フォームのエネルギッシュな演奏でジャズ界に衝撃を与

イベント
同時開催！

え、国内外で活躍。
オーケストラとの共演など活動の幅を広げ
続ける。芸術選奨文部大臣賞、紫綬褒章、旭日小綬章を受章。

Music meets
Resort Life

音楽堂と素敵な別荘を会場にして
JAZZy で繋がる、音楽、モノ・コト
が集まります。
▶詳しくは、専用チラシ、公式サイトで。

須川展也（サクソフォン）

な

NOBUYA SUGAWA

日本が世界に誇るクラシカル・サクソフォン奏者。
ハイレベルか
つ唯一無二の演奏とレパートリーが熱狂的な支持を集めてい

A K I S A I

る。国内外のオーケストラと多数共演。第 1 回日本管打楽器コ
ンクール優勝。東京藝大招聘教授、京都市立芸大客員教授。

ご予 約 ・
お問い合わせ

Access

写真：FIRESIDE

写真：FIRESIDE

上信越自動車道

山駅（約35分）
または東京駅から北陸新幹線で佐久平駅
（約80分）、小海線で野辺山駅（約90分）。野辺山駅から
八ヶ岳高原ロッジまで送迎バス
（約15分※要予約）
。

Tel：0267 - 98 - 2131
www.yatsugatake.co.jp

首都圏からの日帰りも可能です

◎西武池袋本店5階

八ヶ岳高原情報サロン

公演後 19：20 発・野辺山駅行き送迎バスを特別運行
バス
（要予約・定員制）

◎そごう横浜店6階

八ヶ岳高原情報コーナー

電車

tel.045-465-5577

八千穂高原 IC
（2018 年 4 月開通）
中央本線

八ヶ岳高原ロッジ
八ヶ岳高原音楽堂

小海線

※ロッジ〜音楽堂は送迎バスあり
（5分）

〒384-1302長野県南佐久郡南牧村八ヶ岳高原海の口自然郷

tel.03-5979-8480

佐久平駅

《車》
中央自動車道で長坂IC、
国道141号線で約40分
上信越自動車道で八千穂高原ICから約35分

北陸新幹線

信越本線

《電車》
新宿駅から中央線（約120分）
で小淵沢駅、小海線で野辺

小海線
スーパーあずさ
野辺山（19：54）▶ 小淵沢（ 20：34）▶ 小淵沢（ 20：44）▶ 新宿（ 22：36）

野辺山駅
小淵沢駅

長坂 IC
中央自動車道
至新宿

至東京

