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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=３７００円　＋２drinks order

西山瞳
6 歳よりクラシックピアノを学び、 18 歳でジャズに転
向。 大阪音楽大学短期大学部音楽科音楽専攻ピア
ノコースジャズクラス在学中より、 演奏活動を開始す
る。 卒業後、 エンリコ ・ ピエラヌンツィに傾倒。 2004
年、 自主制作アルバム 「I'm Missing You」 を発表。
2005 年、 横濱ジャズプロムナード ・ ジャズコンペティ
ションにおいて、 自己のトリオでグランプリを受賞。
2006 年 「Cubium」 をスパイスオブライフ （アミュー
ズ） よりリリースし、 デビューする。 「Many 
Seasons」 「In Stockholm」 と、 2 枚のスウェーデ
ン録音作品をリリース。 2008 年 「Parallax」 では、
HMV ジャパニーズジャズチャート 1 位を獲得、 スイ
ングジャーナル誌日本ジャズ賞にノミネートさる。
2010 年、 アメリカで最大規模の作曲コンペティショ
ンであるインターナショナル ・ ソングライティング ・ コ
ンペティション （ISC） で、全世界約 15,000 エントリー
の中から自作曲 " アンフォールディング ・ ユニバース
" がジャズ部門で 3 位を受賞。 合わせて、 自作曲 "
ソウル ・ トラベル " がセミファイナルに選出され、 コン
ポーザーとして世界的な評価を得た。 2011 年発表
「Music In You」 では、 CD Journal 誌 2011 年の
ベストディスクに選出さる。 2014 年には最新トリオ作
「Shift」 を発表。
公式ホームページ http://hitominishiyama.net/

maiko
神戸市出身。 3 歳からバイオリンを始める。 京都市立芸
術大学音楽学部卒業。 1999 年 4 月、 上京。 ジャズバ
イオリニスト寺井尚子氏のライブに通いつめ、 アドバイス
を頂きながらジャズバイオリンの研さんを始める。 1999
年12月、第19回浅草Jazzコンテストでベストプレイヤー
賞を受賞。 2001 年からの 8 年間で 2,000 回を越える
ライブ ・ パフォーマンスを行い、 自己のスタイルを確立
する。 2009 年 9 月、 洗足学園音楽大学ジャズコース
非常勤講師に就任。 2012 年より 『須藤元気率いる
WORLD ORDER LIVE』 国際フォーラムや NHK ホー
ル ・ 武道館でのコンサートに参加。 現在首都圏のライブ
ハウスを中心に自身がリーダーのライブ活動をするととも
に、 Trump、 じゃず撫子、 SJS、 P.O.N. 他、 多くのバ
ンドやセッションに参加。 ビバップ、 スウィング、 ECM、
フュージョン、 ラテンと幅広いジャンルにおいて、 音色の
美しさと熱い演奏が身上。 コンポーザーとしての才能も
高く、 歌心あふれるオリジナルナンバーは好評を博して
いる。 スタジオや CM、 イベント ・ パーティ等での演奏、
学校公演、 病院 ・ 施設でのボランティア演奏等、 表現
者としてさまざまなシチュエーションでのパフォーマンスを
精力的に行う。 また、 自身が阪神 ・ 淡路大震災を被災
した経験から、気仙沼や陸前高田等、被災地へボランティ
ア演奏に赴いている。

安ヵ川大樹
1967 年、 兵庫県西宮市出身。 幼少のころよりピアノ
を始め、 明治大学入学後、 「ビッグ ・ サウンズ ・ ソサ
エティ ・ オーケストラ」 入部を機に、 コントラバスをは
じめる。 牧島克彦氏、吉野弘志氏　吉田秀氏に師事。
1991 年、 アルファレコードより、ＣＤ「Down under」
に参加、 プロ活動を開始する。 96、 97 年にはマリー
ナ ・ ショー （Vo） の全国ツアーに参加。 98 年より、
故日野元彦 （ds） のクインテットに抜擢され、ＣＤ　
ダブルチャント (EWE)　に参加する。 2001 年より自
己トリオ、 ソロライブ活動を開始。 2008 年　レーベ
ル　D-MUSICA を立ち上げ、 今までに 30 タイトル
以上の意欲的な作品をリリース 2012.13.14 年 3 年
連続で、 レーベルアーティストのイベント " ダイキムジ
カ祭り " を開催。 ジャズライフ誌等に絶賛される。 １０
０枚を超える国内外のレコーディングに参加。ＴＶ　ラ
ジオ等の出演　や国内外のジャズフェスティバルにも
数多く出演。 ジャズのフィールドだけにとどまらず、 金
子飛鳥ストリングスアンサンブル、 加古隆 「色を重ね
て」 公演、 テレマン交響楽団との共演など幅広い活
動も行なう。 卓越した音楽センス、 技量、 スケールの
大きなオリジナル曲、 今　最も注目を集めているベー
シストである。
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※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。


