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開場　１４:３０   
開演　１５:００ 
(２ステージ入替なし　途中入場可 ) (1drink=６００円～ ) 

MC=４０００円　＋２drinks order

井上侑
愛媛生まれ、 東京育ちのシンガーソングライター。 幸
せの源 生きる喜び 大切な思い出が蘇る。 天をかける
歌声、胸を叩くピアノ。2010 年 カワサキストリートミュー
ジックバトル III にて最年少グランプリを受賞。 2013
年 「世界らん展 日本大賞 2014」 のイメージソング 「窓
辺のパフィオ」 を発表。 2014 年 「釜揚げしらす」 「窓
辺のパフィオ」 「オレンジ」 「少しばかり旅に出る」 が
全国 19 のラジオ局でパワープレイを獲得。 静岡ＦＭ 
K-mix、ＦＭ愛媛にて２つのレギュラー番組が放送開始。
2015 年 サークルＫサンクスと K-mix の共同開発商
品 「そうだ！ちゅう」 のオリジナルソング 「ずっと好きだっ
た」 を発表。 2016 年 「NHK みんなのうた」 に書き
下ろした 「めがね」、 石井食品のイメージソング 「しあ
わせのみなもと」を発表。2017 年 眼鏡屋さん J!NS の、
キッズめがね コンセプトムービーに井上楽曲 「めがね」
が起用される。 10th Anniversary  Alubum 「光」
JTB MUSIC よりリリース。 2018 年 小栗旬さん、 杉
咲花さんが兄妹役で出演 味の素 「ほんだし ®」 CM
曲を書き下ろす。 母校である練馬区立大泉学園小学
校 50 周年記念ソング 「ジャンボすべり台のうた」、ＹＯ
Ｕテレビ 25 周年記念ソング 「ＹＯＵちゃんの歌 ～
Smile for You ～」」 等、 書き下ろす。 FM 徳島にて
春風亭ぴっかり☆さんと共にパーソナリティを務める新
番組「ゆうとぴか」がスタート。 Panasonic「エオリア」、
花王「アタック消臭ストロング」等のサウンドロゴを歌唱。
2019 年  シングル 練馬区立大泉学園小学校 50 周
年記念ソング 「ジャンボすべり台のうた」 を全国リリー
ス。 柳家喬太郎師匠の新作落語 「ハンバーグができ
るまで」が待望の舞台化。 劇団ペテカン 舞台「ハンバー 
グができるまで」 (@ 銀座博品館劇場 ) の音楽を担当。
2020 年 コニカミノルタプラネタリウム満天にて 6/8 公
開の映像作品 「星の数ほど」 挿入歌を担当。

井上真那美
フェリス女学院大学音楽学部器楽学科 ( チェロ専攻 )
卒業、同大学ディプロマコース修了。 2000 ～ 2005 年、
同大学非常勤講座副手。 坂上領 (fl)、 伊藤志宏 (pf)
とのトリオ 「piada」 では 「GINZA 
INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL」 (2005) に出
演。 bootrecord より、 1st album 「繪本図書館」
(2006)、 2nd album 「天球遊歩道」 (2007)、 3rd 
album 「雪原夜想曲」 (2012) 発売。 kana(fl)、 廣瀬
みちる (pf) とのトリオ 「マナカナミチル」 では 1st 
album 「音の物語」 (2012) 発売。 伊藤志宏 (pf) と 3
人のチェリストによるユニット 3cello variation では 1st 
album 「tapestria」 (2014)2nd album
「Noctiodria」 (2018) 発売。 伊藤志宏 (pf) とのデュ
オでは 1st album「Notes of Scarlet」 (2020) を発売。
また、 由紀さおり 安田祥子 童謡コンサートツアー、 ジム・
ホール (g) クインテット with ロン ・ カーター (b) 日本公
演、 World Order ツアー、 EXILE ATSUSHI LIVE 
TOUR、 X JAPAN WORLD TOUR などのさまざまな
ライブサポートに参加。 西谷真一監督絵画 「結婚」 河
瀬直美監督映画 「朝が来る」 などのレコーディングにも
参加。 フリーのチェロ奏者として、 ジャズ、 ポップス、
ボサノヴァ、 ラテンなど、 ジャンルにとらわれず幅広く活
動中。
http://manamivc.exblog.jp

田中佑司
山梨県生まれ。 本能の赴くままに楽器を操る音楽家。
幼少時代より楽器に囲まれた環境から、 物心つく頃に
は音と遊ぶように。 武蔵野音楽大学在学中は現代音
楽の研究に勤しむ。 卒業後は、 自分の居場所を見つ
けるように様々なアーティストとセッションを繰り広げる。
多くの出会いを経て、 ライブコンサートや音楽制作、
映画サントラや舞台音楽など、 様々なシーンでその場
を盛り上げている。 ジャンルはもとより楽器間さえも飛
び越え、 その本能の赴くままに今日も音楽と戯れ中。
今までの共演者には、 細野晴臣、 小田和正、 くるり、
コトリンゴ、 モーシー （莫西子詩）、 チェン ・ ビー （程
壁）、 あがた森魚、 などがいる。※アルバム作品にも参
加したアーティストも含むまた音楽舞台 「ファンファー
レ」 の音楽隊、 舞台 「死刑執行中、 脱獄進行中」 の
音楽隊、 映画 「奇跡」 「まほろ駅前多田便利軒」 「こ
の世界の片隅に」 などのサウンドトラック、 NHK ドラ
マ 「スクラップアンドビルド」 「アオゾラカット」 などの
サントラ＆効果音などにも参加。 現在は bonobos、
INSIEME、 サンガツ、 鈴木惣一朗率いる 「World 
Standard」 にメンバーとして、 また古川麦やハモニカ
クリームズ、 ギャランティーク和恵、 Awesome City 
Club、 tricolor など、 多くアーティストのサポート活動、
そして若手の育成にも力を注いでいる。
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田中佑司
※マスクの着用を必ずお願いいたします。
※ご入場の際、 備え付け、又はご持参の消毒液にて手を消毒して下さい。


