◆インストロメンタルジャズ
BGM
ショータイムとは違い、
お食事の時間をスタンダ
ードジャズの BGM（バ
ックグランドミュージッ
ク）としてお楽しみいた
だけます。生の演奏を聴
きながらのディナーは、
優雅なひととき会話もはずみます。
編成：予算や雰囲気に合わせてトランペットやサックス、女
性ヴォーカルなども組むことができます。

◆クラシック
クラシック
ご要望に合わせて準備できますのでお問合せ下さい。
◇ヴァイオリン＆ピアノ
◇フルート＆ピアノ
◇弦楽四重奏
◇トロンボーン五重奏
◇マリンバ
◇ハープ＆チェロ 他
◇ソプラノヴォーカル＆ピアノ

◆スタンディングブラス BAND
デキシー・マーチ・ジャズ

◆オカマ BAR ママ
◆マジックショー

トランペット・トロンボーン・サックス・テューバ・ド
ラムと言う小編成ブラスバンドで商店街パレードやイ
ベントの賑やかしにもってこいのバンド。歩きながらも
演奏できるのでどこでもステージングが可能です。クリ
スマスソングで商店街サンタバンドパレード等、華やか
に盛り上げます。※雨天野外注意

◆社交ダンスバンド
ソシアルダンス演奏
社交ダンスを生のバ
ンドで踊ってみませ
んか？このバンド
は、社交ダンスのコ
ンテストでも演奏を
務める実力派、タン
ゴ・ルンバ・
チャチャチャ・スロー・サンバ等、きっちりとしたテン
ポ演奏で踊る方をリードします。趣味のダンスパーティ
ーやダンス教室の発表会等気軽にご相談ください。

望月

蓮

BAND

昭和歌謡・シャンソン・演歌

マジック
エンターテイメントマジシャンコンビ
梅あんど松によるステー
ジマジックからテーブル
マジック。楽しいトークと
ともに、見ごたえ抜群のマ
ジックショーをお楽しみ
いただけます。

◆ビリー片田

BAND

エルヴィスプレスリー・オールディーズ・GS

◆マジカルおんがく隊
マジック
マジシャンとドラム・トランペ
ット・ピアノ と言ったユニー
クな編成でドタバタコントの掛
け合いをしながら、マジックを
見せるユーモアのあるショーで
す。マジックは本格的に！演奏
はトランペットでファンファー
レをするなど、そのチープさが
楽しい空間をつくります

２００４年に「日本のエルヴィス
コンテスト」で優勝経験をもつ実力
派ヴォーカル、ビリー片田。プレス
リーナンバーを中心にお客様のニ
ーズにあわせ、オールディーズや
GS など幅広い演奏を披露します。
長身でカリスマ性のあるビリー片
田の ON ステージは、限られた時間
の中で精一杯の曲を披露し、見るも
のをいつの間にか魅了していく。気
軽なパーティーからディナーショ
ーまでお勧めできるバンドです。

編成：ピアノ、ベース、サックス、ドラム 他…

オカマバーを経営するママ、蓮ちゃんは
歌がと～てもお上手！そのステージは”
笑い”あり”涙”ありのちょっとドラマ
チックなショータイム。
バンドメンバーにはドラム、ベース、ギ
ターの他、ヴァイオリンも参加し生スト
リングスでムーディーに美川憲一や小林
幸子等、昭和の名曲を演奏していく。皆
さんが想像するオカマショーとはひと味
違った、落ち着いた品のあるショーを、
お楽しみいただけます。
パーティーやディナショー・イベント・披露宴の余興にもお
勧めできます。
【編成】ヴォーカル・ギター・ベース・ドラム・ヴァイオリン（key）
【イメージ】さそり座の女・愛の賛歌・氷雨・津軽海峡冬景色 他

【編成】ヴォーカル・ギター・ベース・ドラム・OP:キーボード等
【イメージ】監獄ロック・ジョニーＢグット・ダイアナ・想い出の渚・
パイプライン・また逢う日まで 他

◆沖縄音楽ユニット

琉風（りゅうふう）

沖縄民謡・沖縄ポップス・洋楽＆邦楽アレンジ
沖縄の楽器、三線や一五一会（ギター）などを用いて沖縄の伝統的な民謡から洋楽・
ポップスまでを沖縄風にアレンジして聴かせる実力派ユニット。祝賀会やパーティ
ー・イベントなどに南国、沖縄風の音楽で上品に楽しんでいただけるユニットです。
メンバーは４人、どれもアコースティック調の楽器なので、小スペースでも演奏が可
能、お客様と近い距離で和やかに演奏を披露できるユニットでもあります。
【編成】ヴォーカル＆三線・ヴォーカル＆ピアノ・ヴォーカル＆一五一会・おしゃべり＆カホン
【イメージ】島唄・涙そうそう・安里屋ユンタ・スタンドバイミー 他

◆オールディーズＢＡＮＤ

◆塚本かおり ＢＡＮＤ（ＳＫＢ４３）

オールディーズ
パーティーに呼びたいジャンル NO1.
懐かしのアメリカンオールディーズナンバ
ー・ロックンロールを中心にノリノリで演奏
します。 華やかなバンドで、パーティーや
イベントのアトラクションに最適です。

昭和歌謡
オールディーズからジャズま
で唄いこなす女性ヴォーカル
塚本かおりが、昭和の名曲を中
心に唄います。男性ヴォーカル
を入れたバンド ＳＫＢ４３
（昭和・歌謡曲・バンド）では、
まるで紅白歌合戦を聞くよう
なステージで楽しませてくれ
ます。

【編成】ヴォーカル・ギター・ベース・ドラム
・キーボード（予算に応じて）
【イメージ】ダイアナ・恋の片道切符
・プリティウーマン・ヴァケイション
・ロコモーション・ホットスタッフ 他

※オールディーズバンドについては、ご予算等に応じてバン
ド編成を変更可能。お任せいただければご要望に応じてご用
意致します。
◆男性ヴォーカル・オールディーズバンド
◆ツイン女性ヴォーカル・オールディーズバンド
◆女性ヴォーカル・オールディーズバンド 等

【編成】女性ヴォーカル・ギター・ベ
ース・ドラム・キーボード
ＯＰ：男性ヴォーカル（森一馬）
【イメージ】
（女性）瀬戸の花嫁・
銀座カンカン娘・東京ブギウギ・いい日旅立ち・別れの朝 他
（男性）雨のバラード・氷雨・きよしのズンドコ 他
（男女）別れても好きな人・カナダからの手紙…

◆森一馬

◆ベリーダンス

※世界の音楽を楽しんでみませんか？

ラテン
魅惑のダンス、ベリーダンス
とダラブッカ（パーカッショ
ン）の演奏とともに異国感あ
ふれるショーをお楽しみいた
だけます。オプションで生バ
ンドを入れてより華やかにす
ることも
可能です。

◆ブルージャズミン
女性ヴォーカル Jazz
ソフトな語りでお客
様と お話しながら
ライブステージを繰
り広げるヴォーカル
かおり。ピアノ、ベー
ス、ドラムのトリオで
サポートし、スタンダ
ードジャズから、ポッ
プスや歌謡曲をジャ
ズアレンジで聞かせ
てくれる。
しっとりと、落ち着いた雰囲気で楽しめるステージングです。
ちょっと おしゃれなパーティーのアクセントに最適です。
※このメンバーにギターやサックスを加え、ジャズから昭和歌
謡曲まで幅広く演奏することもできます。ご相談ください。
【編成】ヴォーカル・ピアノ・ベース・ドラム
【イメージ】Ａトレイン・枯葉・All of me 他

◆Maiya with Hiro
洋楽・ポップス
ギターヴォーカル(男性)、ピアノヴォー
カル(女性)、カホン（パーカション）の
アコースティックユニットで、洋楽や邦
楽の名曲をしっとりと聞かせてくれま
す。 クリスマスの時期にはクリスマス
ソングを織り交ぜ、キャンドルナイトコ
ンサートを行ったりもできる雰囲気の
良いユニットです。
【編成】ヴォーカル・ピアノ・カホン
【イメージ】トップオブザワールド・オネスティ・エンドレスラブ 他

ブラジルのサンバカーニバ
ルの雰囲気を再現。華やか
なダンサーが踊り、生のリ
ズム隊が盛り上げます。ス
テージでは、お客様の近く
でダンサーが踊ったり、本
場ブラジルの雰囲気を演出
します。
編成：ダンサーと演奏者含め８名～

◆フラメンコ

◆タヒチアンダンス

ラテン
スペインに代表されるフラメ
ンコ。ダンスに加え、生のフ
ラメンコギターは必見!!
独特なリズムは見るものを虜
にしていきます。ショーでは、
途中手拍子のレクチャーなど
をしてみんなで一緒に演奏す
るなど一体感のあるステージ
にもできます。

BAND

【編成】ヴォーカル・ギター・ベース・ドラム・キーボード
【イメージ】2 億 4 千万の瞳・バスストップ・セプテンバー 他

ラテン

※ダンサーの数は予算等でご相談い
ただけます。

昭和歌謡・ディスコ・オールディーズ
19 歳で「NHK
のど自慢」に出
場し、尾崎豊の I
Love You でチ
ャンピオン獲
得。 その後も
数々の大会で優
勝し、ライブハ
ウスを中心に音
楽活動を始める
透き通るような
高音と甘く艶や
かな歌声には定評があるヴォーカル森一馬が、昭和歌謡曲や
演歌をその歌唱力できかせます。

◆サンバチーム

ラテン
激しく腰を振って踊る
ダンスが特徴的なタヒ
チアンダンスは、南国
ムードたっぷりでお客
様を魅了します。途中
レクチャーが入り一緒
に踊るなど会場は一体
感がでて楽しめます。

編成：ダンサー＆ギター

※ダンサーは５～１０名
で、その時の都合で変動
要相談

◆フラダンス
ラテン
その緩やかなメロデ
ィーとしなやかな踊
りに誰もが南国の雰
囲気を感じることが
できるフラ。ダンサ
ーだけのステージの
他、生バンドをつけ
てハワイアンソング
を楽しむのも１ラン
ク上の演出です。ショーの中ではお客様と一緒に踊るシ
ーンもあります。

◆沖縄エイサー太鼓／琉神（りゅうじん）
琉球伝統歌舞集団
琉球伝統歌舞集団 琉神（りゅうじん）によるショー。琉
球獅子舞や琉球舞踊、島唄、太鼓などで会場を翁をムード
にしてくれます。祝賀会やパーティーのアクセントに最適
です。

編成：ダンサー等の人数は要相談

◆ワールドジャンル
※他にもご相談ください
・二胡／二胡＆エレクトーン
・アイリッシュ／ヴァイオリン＆アコーディオン
・アフロキューバン／フルート＆ピアノ＆VO 他

◆三味線＆和太鼓
邦楽デュオ「かぐや」
伝統曲から歌謡曲・洋楽まで
和と洋のコラボレーション

◆津軽三味線
邦楽
見たままの津軽三味線です。三味線の迫力ある演奏に加
え、皆様が耳馴染みな民謡などを唄いお客様と一緒に日
本の音を楽しんでいくステージは、いつの間にか和の文
化音楽に引きこまれていきます。

