Machida Jazz Festival 2018

7.21

第 9 回 町田ジャズフェスティバル 2018
（土）12：00 〜 17：00

町田ターミナルプラザ市民広場
ぽっぽ町田

町田市文化交流センター 6 階ホール
まほろ座 MACHIDA

観覧
無料
※まほろ座会場は 1 ドリンク制

Machida Jazz Festival 2018
第 9 回 町田ジャズフェスティバル 2018

町田のまちを Jazz の生演奏と一緒に、心ゆくまでお楽しみください。

日時

2018 年 7 月 21 日（土） 雨天開催（プログラム一部変更）

料金

観覧無料（まほろ座会場は 1 ドリンク制、￥600 〜）

会場

主催

共催
後援
協賛
協力
URL

ぽっぽ町田、
町田ターミナルプラザ市民広場、
町田市文化交流センター 6 階ホール、
まほろ座 MACHIDA
町田ジャズフェスティバル実行委員会

株式会社町田まちづくり公社、町田ターミナル周辺活性化協議会

町田市、一般社団法人町田市観光コンベンション協会

町田市中心市街地活性化協議会

スガナミ楽器株式会社、島村楽器株式会社

ベガ・ミュージックエンタテインメント株式会社

INTO THE BLUE, Nica's, Noise, まほろ座 MACHIDA

https://www.machijazz.com

観覧
無料

※まほろ座会場は 1 ドリンク制
最新情報や Artist のプロフィールなど、
詳しくは携帯、スマホ、PC で !!

町 Jazz

※荒天時はプログラム内容を変更して開催をさせていただきます。詳しくは町 Jazz ホームページをご覧ください。

検索

町⽥ジャズフェスティバル、通称「町 Jazz」は、地域密着型の Jazz フェスティバルとして、1 年を通してみ

なさまに Jazz のイベントをお届けしています。今回の 7 ⽉ 21 ⽇ ( 土 ) は「第 9 回 町田ジャズフェスティバ

ル 2018」として町田ゆかりのアーティストが、町田のまちで極上の Jazz 演奏をお届けいたします。会場は町

田駅周辺エリアの「町田ターミナルプラザ市民広場」
「ぽっぽ町田」
「町田市文化交流流センター 6 階ホール」
に加え、今回は「まほろ座 MACHIDA」を加えた計 4 会場で実施いたします。観覧無料（まほろ座会場は 1 ドリ

ンク制 ￥600 〜）
でお楽しみいただけます。町田のまちを Jazz の⽣演奏と一緒に心ゆくまでお楽しみください。
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町田市文化交流センター 6 階ホール会場
出演アーティスト 1 ステージ 45 分
12:30

12:00 Opening Act:
muraban!!!

Green Dolphin

スガナミミュージックサロン町田
「大人のクラブ活動」ビックバンド部
として 2015 年に結成。
メンバーも募集中！

町 Jazz でおなじみのモダン Jazz
コンボ。Jazz の魅力満載のステー
ジをお楽しみください！

13:30

Jazz Orchestra 相模鉄鎚組

14:30

YDBB ( 横濱ダンスビッグバンド )

15:30

ZAMA ビッグバンドジャズオーケストラ

W 杯が終わってもまだまだ熱い夏は続いてる！ってことで
相模鉄鎚組のサウンドで熱くなってください！

横浜の老舗ダンスホール「白馬車」の譜面を受け継ぐ
正統派ダンスビッグバンド。
古き良き時代の音楽を迫力のサウンドで。

1997 年結成、地元座間市を中心に活動している
アマチュアビッグバンドです。

まほろ座 MACHIDA 会場 出演アーティスト
1 ステージ 40 分

※ワンステージ、ワンドリンク制となります。

12:30

マチーダ楽団

お洒落でポップ、お客様に楽しんで頂けるエンターテイメントを
お届けします。プロデューサーはペッカー (per)

13:30 laid back bicycle ( レイドバックバイシクル )
トリオならではのシンプルな融和感。ジャズ・ラテンの要素を取り入れ、
自然に体を揺らす「ユレル」をテーマに楽曲を増やし続けている。

14:30 BRILLIANT GROOVY BIGBAND
(BGBB/THU) with ⿇生ミツキータ光希

気鋭の人気プロ BIG BAND「砂田 BB ＆ミツキータ」が母体。
プロゲストを招いた GORGEOUS なステージで
町 Jazz を HOT に盛り上げます !!

15:30

Lu7

キーボード梅垣ルナとギター栗原務によるインスト・ユニット、Lu7( エル
ユーセブン ) の通算 4 枚目のアルバム。クラシックからジャズ、民族音楽、
エレクトロニカとあらゆる音楽をひとつにまとめあげる洗練されたセンスは
更に進化。リズム・セクションを迎え、イマジネーションを刺激するアグレッ
シヴでファンタジックな世界を作り出している。

ぽっぽ町田会場 出演アーティスト
1 ステージ 40 分

12:00

加治伸浩 @ 加治ブラザーズ

双子のギターベースデュオユニット【加治ブラザーズ】よりソロで登場。
ベースの魅力を皆さまに。

13:00

井上＆帆⾜ Duo

14:00

Bitter Mint

15:00

52nd St. ( フィフティセカンド ストリート )

16:00

ニカズセレクトバンド

町田市にある特別支援学校の元教員を中心に
結成されたバンドです。

キーワードは「Pop,Bossa,Swing and more…」
ポップを基調としながらも、ちょっぴりオトナの音楽を。

サックス奏者市川海容 , ドラマー橋詰大智と
その仲間達によるグループ。Key(Vo) を加えた編成でお送りします。

ジャズピアニスト元岡一英指導の元、

ジャズを志す有志が集まり結成したセレクトバンド。

町田ターミナルプラザ市民広場 出演アーティスト
1 ステージ 45 分

12:00

増⽥裕一カルテット

13:00

マユ・サヴァン カルテット

アルトサックス奏者増田裕一率いるワンホーン・カルテット。
ビ・バップを中心に演奏します。

町田のジャズクラブで活躍。
繊細かつダイナミックな演奏で人気のピアニスト
マユ・サヴァンのリラックスカルテット

14:00

Soul Dressing

Since 1988. Jazzy Funky Bluesy ＆ Groove ！

15:00

きゃべつ畑

16:00

佐藤よしえカルテット

学生時代に“ きゃべつ畑” の見える部室で
セッションに明け暮れたメンバーが結成した
サックスカルテット

地元でジャズを！をモットーに、ジャズの敷居を低くすべく、
わかりやすく楽しい音楽をおおくりします！

Machida Jazz Festival Official Website

町 Jazz

http://www.machijazz.com

Facebook:【町 Jazz】町田ジャズフェスティバル

https://www.facebook.com/machidajazz

Instagram: machijazz
https://www.instagram.com/machijazz

＃ machijazz

検索

