
好評発売中

●かわさきジャズチケットオンライン
会員登録無料！
★最新イベントやお得な情報をメルマガでお届け！
★チケットはセブンイレブンでらくらく引き取り♪
★U25（25才以下）割引あり
http://www.kawasakijazz.jp/ticket/

●ミューザ川崎シンフォニーホール
友の会先行および割引取扱いあり（ミューザでの2公演のみ）
Tel. 044-520-0200（10：00-18：00）　チケットカウンター（10：00-19：00）
ミューザWebチケット　http://muza.pia.jp/ （24時間対応）

●チケットぴあ　http://t.pia.jp/ 
一般用音声認識対応　Tel. 0570-02-9999 （24時間）
※Pコードなどの詳細は後日HPにて発表

かわさきジャズ2017　2017年11月10日（金）～19日（日）　※プレイベント　2017年9月23日（土）～11月9日（木）
会場： ミューザ川崎シンフォニーホール、ラゾーナ川崎プラザソル、クラブチッタ、新百合トウェンティワンホール、 

昭和音楽大学テアトロ・ジーリオ・ショウワ、高津市民館ノクティホール、カルッツかわさき（川崎市スポーツ・文化総合センター）  ほか川崎市内各所
主催：かわさきジャズ2017実行委員会、川崎市
共催：洗足学園音楽大学、昭和音楽大学、株式会社 チッタ エンタテイメント、公益財団法人川崎市文化財団、ミューザ川崎シンフォニーホール
連携：世田谷区、狛江市
後援： 川崎商工会議所、一般社団法人川崎市観光協会、公益財団法人川崎市国際交流協会、 
「音楽のまち・かわさき」推進協議会、NPO法人しんゆり・芸術のまちづくり

協力：ビルボードジャパン、八泉セルビアンナイト、一般社団法人カワサキノサキ、NPO法人カワサキミュージックキャスト
助成：     平成29年度文化庁文化芸術創造活用プラットフォーム形成事業

お問い合わせ： かわさきジャズ2017実行委員会事務局
〒212-8557 神奈川県川崎市幸区大宮町1310  ミューザ川崎セントラルタワー5Ｆ　 
電話 044-223-7201（平日10:00-17:00） ファクス 044-520-0103　http://kawasakijazz.jp/

「音楽のまち・かわさき」で、音楽によるまちづくりを推進するとともに、川崎ならではの音楽文化を発信するジャズフェスティバルとして、
「MUSIC」「PEOPLE」「FUTURE」という３つのミッションに取り組みます。

川崎ならではの音楽鑑賞機会の提供
川崎市内の７つの会場で、国内外のトッププレイヤ
ーによる音楽ライブを開催します。今年のかわさき
ジャズは、巨匠から業界注目の新星まで、各世代
を代表するアーティストが登場し、幅広い年齢層
のお客様に “橋を架けます ”。また、ジャズを中心
としながら、フュージョン、サルサ、ソウル、カン
ツォーネ、J-POPまで楽しめるジャンルを超えた音
楽祭となります。

地域の魅力を発掘、つなぎ・発信する
プレ期間から、地域を拠点に活動する多彩なプレイヤー
によるフリーライブを市内各所で実施します。公募型フ
リーライブは７区に拡大。さまざまな人が、気軽に音楽
に触れ、音楽をとおして交流することができる空間をつ
くり上げ、川崎市全域、さらには世田谷区や狛江市にも
広がったフェスティバルとして盛り上げを図ります。ま
た、地元企業とのコラボレーションイベントや、市内で
開催されるジャズライブやコンサートとも連携してまち
の賑わいをつくっていきます。

川崎で音楽に親しむさまざまな人を
サポートする

このフェスティバルでは音楽を通じて、これからの
川崎のまちを支える人づくりのために、音楽講座や
学生によるステージ、キッズ向けの企画など、川崎
から音楽を発信する人、川崎で音楽を楽しむ人を
応援するプログラムを計画しています。

「かわさきジャズ」 3つのミッション

〜世代をつなぎ、ジャンルを超え、地域に橋を架ける都市型音楽フェス!!〜

ACCESS

TICKET

ミューザ川崎 
シンフォニーホール
〒212-8557
川崎市幸区大宮町1310 
Tel. 044-520-0100（代表） 
JR川崎駅西口直結
京急川崎駅徒歩8分
https://www.kawasaki-sym-hall.jp/

高津市民館  
ノクティホール
〒213-0001
川崎市高津区溝口1-4-1
ノクティ2 11階
Tel. 044-814-7603
JR武蔵溝ノ口駅徒歩2分
田園都市線・大井町線 
溝の口駅徒歩3分
http://www.city.kawasaki.jp/
takatsu/category/
111-11-1-0-0-0-0-0-0-0.html

昭和音楽大学 
テアトロ・ジーリオ・ショウワ
〒215-8558　
川崎市麻生区上麻生1-11-1
Tel. 0120-86-6606　
小田急新百合ヶ丘駅徒歩4分
http://www.tosei-showa-music.ac.jp/

ラゾーナ川崎プラザソル
〒212-8576
川崎市幸区堀川町72-1
ラゾーナ川崎プラザ5F
Tel. 044-874-8501
JR川崎駅徒歩5分
京急川崎駅徒歩10分
http://www.plazasol.jp/

新百合トウェンティワンホール
〒215-0004　
川崎市麻生区万福寺1-2-2 新百合21ビルB2
Tel. 044-952-5000　
小田急新百合ヶ丘駅徒歩2分
http://shinyuri21hall.jp/

カルッツかわさき 
川崎市スポーツ・文化総合センター
〒210-0011
川崎市川崎区富士見1-1-4
Tel. 044-201-2051（開館準備室：9月まで）
Tel. 044-222-5211（10月から）
JR川崎駅･京急川崎駅徒歩15分
JR川崎駅･京急川崎駅バス乗車5分
http://acxs-kawasaki.esforta.jp/

CLUB CITTAʼ
〒210-0023　
川崎市川崎区小川町5-7 
Tel. 044-246-8888　
JR川崎駅徒歩5分
京急川崎駅徒歩10分
http://clubcitta.co.jp/

※ 未就学のお子様の入場はご遠慮ください。ミューザ川崎シンフォニーホール公演には
託児サービスがございます（有料・公演1週間前までに要予約：イベント託児®マザーズ　
Tel. 0120-788-222　受付：月～金 10：00-17：00）。
※やむを得ない事情により、公演内容が変更になる場合がございます。
※公演中止の場合を除き、ご購入いただいたチケットの変更・払い戻しはいたしかねます。
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●市内プレイガイド（窓口販売のみ）
ラゾーナ川崎プラザソル / 川崎市アートセンター / 
新百合トウェンティワンホール / マイタウンチケットセンター

●カルッツかわさき （川崎市スポーツ・文化総合センター）
http://acxs-kawasaki.esforta.jp/

●クラブチッタ 
Tel.044-246-8888（平日12:00-19:00）
※クラブチッタ公演のみ。イープラス/ローソンチケット/楽天チケットの取扱いあり

 かわさきジャズ 検索詳細情報はウェブで

それは、川崎を流れる“川”かもしれません。 
多摩川沿いを始めとして、 

そこにはたくさんの人が集まる場所ができました。 
そこではいつも、音楽があります。

それは、川崎にある“街”かもしれません。 
色々な人々が集う川崎には、いくつも街が栄えています。 

そちらでもまた、いろいろな音楽が聞こえてきます。

それが、“ジャズ”かもしれません。 
スピリチュアル、ブルース、ラグタイムなどを源流に、新しくて懐かしいジャズには、 
発祥から百年を過ぎてなお、世代や国境を越えて愛される楽曲が今も生まれています。

『音楽のまち・かわさき』にふさわしい音楽、“ジャズ”の名のもとに、 
川崎という“街”に染み込んだ、多様な文化や人々の記憶に“橋”を架ける音楽フェス、『かわさきジャズ』は、 

十日間余りの長期間にわたって市内各所で行われる都市型フェスとして、他には類を見ない規模で展開し、 
今年で三年目を迎えます。

昨年は、スウェーデンから来日したラスマス・フェイバーが、 
日本のアニメソングを洗練されたジャズに生まれ変わらせ、聴衆を驚かせました。 

また、日本の誇るジャズピアニスト・山下洋輔が、 
クラシックヴァイオリニストの大谷康子や、トルコ音楽の雄、ファジル・サイや、能楽囃子の大家・大倉正之助らと、 

“ジャズ”としか表現のしようがないコラボレーションを繰り広げ、新たな可能性を見せてくれました。

今年もまた、時代や国境を越え、未来へつながる『かわさきジャズ』が始まります。

にぎやかで、深い。 

これが、『かわさきジャズ』です。



Nao Yoshioka

●川崎ジャズプレイヤーズフェスタ 
地元ジャズプレイヤーが自ら企画・運営・出演する特別公演が
3日間に拡大して開催。

11月11日（土） 11:50開場 12:10開演
ミューザ川崎シンフォニーホール
市民交流室（コンボ11組）

11月12日（日） 11:30開場 11:50開演
ミューザ川崎シンフォニーホール
市民交流室（コンボ11組）

11月18日（土） 11:50開場 12:10開演
ラゾーナ川崎プラザソル
（ビッグ・バンドなど10組）

●スペシャルライブ
公募により選ばれた川崎ゆかりの
ミュージシャンによるライブ。
 9月 27日 （水）18:00〜20:00 フレルさぎ沼
 10月 7日 （土）11:00〜15:15 溝の口ノクティプラザ2 マルイ前
 10月 14日 （土）11:00〜16:00 新百合ヶ丘駅南口広場
 10月 21日 （土）11:00〜16:30 川崎ルフロンシンデレラステップス前
 10月 21日 （土）14:00〜17:00 ミューザ川崎ゲートプラザ前
 10月 22日 （日）11:00〜15:00 武蔵小杉駅周辺
 11月 4日 （土）11:00〜17:00 ラ チッタデッラ
 11月 8日 （水）16:30〜18:30 登戸駅南北自由通路
※募集は終了しています

かわさきジャズのためにつくられる
スペシャルなジャズフリーライブ
10月21日（土）12:00〜 おんまち・みぞのくちライブ“溝ジャズday”
 / 溝の口ノクティプラザ2 マルイ前
10月28日（土）13:00〜 フレルさぎ沼かわさきジャズライブ 
 / フレルさぎ沼
11月12日（日）12:30〜 八泉セルビアンナイトプレゼンツ スペシャルジャズライブ 
 / JR川崎駅東口駅前広場
11月19日（日）11:00〜 いさご通り街角ミュージック かわさきジャズ
 連携ステージ / JR川崎駅東口駅前広場

●地域や区役所との連携ライブ
ジャズをはじめ多彩な音楽でまちを飾ります。
川崎銀座街バスカーライブ、いいじゃんかわさき、ミューザゲートプラザライブ、
Jazz La Cittadella night♪、登戸はしご酒、オータムジャズナイト2017、かわ
さき楽大師ゆめシネマ上映会、Senzoku Gakuen Festival 2017 ジャズライブ、
昭和音大祭、かわさき区ビオラコンサート、夢こんさぁと、In Unity、みやまえロ
ビーコンサート、たまアトリウムコンサート、トワイライトミュージックほか

●ジャズコンサートとの連携
ジャズを楽しめるシーンがあります！
 9月  9日（土） 18:00〜、 10日（日）13:00〜 

  ラテンジャズビッグバンドフェスティバル（9日は前夜祭）
  / 川崎市民プラザ屋内広場
 9月29日（金） 19:00〜 しんゆりジャズスクエアvol.30 

  / アートセンターアルテリオ小劇場
11月11日（土） 18:00〜 BIG BAND NIGHT / 川崎市民プラザ屋内広場

●多摩川に交流の橋を架ける
 9月10日（日） 「狛江の日」音楽祭 / 狛江駅前緑の三角ひろば
 9月24日（日） 二子玉川公園エントランス広場
11月19日（日） 『せたがやジャズクラブ』 / 成城ホール

●まちもお店もジャズで賑わう
10月の毎週土曜19:00〜 Saturday Night JAZZ / Public Houseぴあにしも
10月15日〜11月19日の毎週日曜18:30〜 JAZZ EGGS「JAZZ LIVE NIGHT」
 / ON THE MARKS

11月4日（土）、5日（日）JAZZ ENTRATA / ラ チッタデッラ
11月13日（月）、14日（火）19:00〜 「Shape of Jazz」　DJ: RyusukeʻRyanʼHisatomi 

 / ON THE MARKS

ジャズアカデミー2017　会場：ミューザ川崎4階 市民交流室
ジャズについて各ジャンルの第一人者が多様な視点から語ります。
かわさきジャズをより楽しむための公開講座。
※お申し込み締め切り8月28日（月）

●第1回　9月23日（土）14:00〜16:00 

福本純也（ピアニスト、作・編曲家）
テーマ：ラテンジャズの楽しみ方（ミニコンサート付き）

●第2回　9月29日（金）14:00〜16:00 
三森隆文（『ジャズジャパン』編集長）
テーマ：スイングジャーナルの時代とジャズジャパンの時代

MUSIC BRIDGE PEOPLE BRIDGE
音楽公演プログラム

11.17 fri

シェネル
フロント・アクト：
高澤綾 with ジェイソン・マルサリス
11月17日（金） 18:30開演（18:00開場）
会場：ミューザ川崎シンフォニーホール
全席指定：SS席 6,000円 / S席 5,000円 / 
A席 4,000円　B席 3,000円
洋楽・邦楽の境界を越えて活躍する実力派シン
ガー、シェネルがクラシックの殿堂・ミューザ川
崎シンフォニーホールでおこなう貴重なパフォ
ーマンスは必見！
第1部（フロント・アクト）：高澤綾(tp)、ジェイソン・
マルサリス(ds)、中村健吾(b) ほか
第2部：シェネル

11.10 FRI
前田憲男トリオ
スペシャルゲスト：小林 桂
11月10日（金） 19:00開演（18:00開場）
会場：新百合トウェンティワンホール
全席指定：テーブル席 4,500円（1ドリンク付き）　
階段席 3,500円
フェスティバルのオープニングを飾るのは巨匠・前田憲男
のピアノトリオ！　数多くの人気テレビ番組の音楽を手
掛け、ビッグ・バンドやポップスオーケストラを率いてき
た前田憲男ならではの華やかさに満ちたアレンジと演奏
を楽しめるはず。ゲスト出演する実力派ヴォーカリスト・
小林桂の歌唱にも注目。
出演：前田憲男(p)、小林桂(vo)、川村竜(b)、齋藤たかし(ds)

11.19 sun
MASATO HONDA SPECIAL 
AFTERNOON LIVE
11月19日（日） 15:00開演（14:30開場）
会場：昭和音楽大学テアトロ・ジーリオ・ショウワ
全席指定：S席 5,000円　A席 4,000円　B席 3,000円
フィナーレ公演は、佐山雅弘とのデュオ、クイン
テット、ビッグ・バンドの3部構成で、本田雅人の
すべてを堪能。第2部では、本田が1990年代に在
籍していたT-SQUAREの盟友・和泉宏隆、則竹裕
之とともに当時の代表曲を再演！
第1部：本田雅人×佐山雅弘DUOライヴ
第2部：本田雅人・ 和泉宏隆BAND
第3部：本田雅人スペシャル・ビッグ・バンド

プレイベント期間から本公演最終日まで、広場やホール、商店街
等が会場となってジャズが市内全域や近隣のまちをつなぎ、盛り
上げていきます。2016年にスタートした公募型フリーライブは
7区に拡大。さらに地域に密着していきます。

11.12 sun
オルケスタ･デ･ラ･ルス 
日本ラテン化計画2017
11月12日（日） 16:00開演（15:30開場）　
会場：カルッツかわさき（川崎市スポーツ・文化総合センター ） 
全席指定：S席 5,000円　A席 4,000円　B席 3,000円
世界を魅了し、日本中を熱狂させる日本が誇るサルサ・バンド、オルケスタ・デ・
ラ・ルスが川崎の街を踊りの街へ変える。その演奏は興奮を呼び、観る人すべて
を虜にすること間違いなし！
出演：オルケスタ・デ・ラ・ルス ほか

11.15 wed
akiko
Elemental Harmony
11月15日（水） 19:00開演（18:30開場）
会場：ラゾーナ川崎プラザソル　
全席指定：4,000円
昨年のデビュー15周年には「アーユ
ルヴェーダ」の概念を取り入れ、こ
れまで発表された数多くの楽曲を
［土・水・火・風・空］という5つのエレ
メント別に分類したベストアルバムを発表したakiko。ジャンル
にとらわれず様々なスタイルを追求してきた彼女ならではの15
年の軌跡を振り返るステージ。ライブでの人気曲も演奏予定。
出演：akiko(vo)、坪口昌恭(p) ほか

11.16 thu
ai kuwabara the project
（桑原あい ザ・プロジェクト）

11月16日（木） 19:00開演（18:30開場）
会場：ラゾーナ川崎プラザソル
全席指定：3,500円

現在、最も注目されている若手ジャズ・ピアニスト桑原あいが3年連続でかわ
さきジャズに登場。今年2月、世界屈指のミュージシャンであるスティーヴ・
ガッド(ds)、ウィル・リー(b)と共作したアルバムを発表し、桑原あいの立ち位
置は一気にシーンの頂点へ！　今回は桑原あいのリーダートリオで、ジャズ
はもちろんワールドミュージックやクラブミュージックなどジャンルを超え、
様々な音楽を取り入れた独自の世界観を表現する。
出演：桑原あい(p)、鳥越啓介(b)、千住宗臣(ds)

11.18 sat ・11.19 sun
ジリオラ・チンクェッティ
夢みる想い ～プレミアム リサイタル
11月18日（土）/ 19日（日） 17:00開演（16:00開場）
会場：クラブチッタ　全席指定：16,000円（1ドリンク付き）

地域連携プログラム

FUTURE BRIDGE
人材育成プログラム

●第3回　10月6日（金）14:00〜16:00 
宮本貴奈（ピアニスト、作曲家）
テーマ：解って更に楽しくなるジャズ（ミニコンサート付き）
ジャズハーモニー入門、スタンダード曲のフォーム（構成）ほか

●第4回　10月13日（金）14:00〜16:00 
則竹裕之（ドラマー、昭和音楽大学講師）
テーマ：音楽とリズム（実演付き）

●第5回　10月27日（金）14:00〜16:00 
前田憲男（ピアニスト、作・編曲家）
テーマ：音楽の疑問にすべて答える80分（ミニコンサート付き）

11.11 sat
渡辺香津美 
A Night With Strings
11月11日（土） 17:00開演（16:00開場）
会場：新百合トウェンティワンホール
全席指定：テーブル席 4,500円（1ドリンク付き）　
階段席 3,500円
日本を代表するジャズギタリスト・渡辺香津美がストリン
グスとともにスタンダード・ナンバーを贈るスペシャルステ
ージ。前半はソロギターによるヴァーチュオーゾ・スタイル
（ギター1本で伴奏とメロディを弾くスタイル）、後半は弦
楽五重奏とともにスタンダード・ナンバーを中心にお届け。
出演 ：渡辺香津美(g)、 ストリングスクインテット （前田尚徳(vn1)、
戸島さや野(vn2)、 山田那央(vla)、 田草川亮太(vc)、 加藤正幸(cb)）

11.17 fri
伊藤君子 
～ひばりを歌う～
11月17日（金） 14:00開演（13:30開場）
会場：ラゾーナ川崎プラザソル　
全席指定：4,000円
女性ジャズヴォーカルの至宝・伊藤君子
が、津軽弁でジャズを歌った『ジャズだ
べ、ジャズださ』に続く、和物ジャズア
ルバム第2弾『美空ひばりを歌う』を5月
にリリース。その作品の収録メンバーが
集結する注目のコンサートを開催。アレ
ンジとピアノ演奏を務めるのは、現在、
音楽シーンで引っ張りだこの人気ピア
ニスト・宮本貴奈。
出演：伊藤君子(vo)、宮本貴奈(p)、
坂井紅介(b)、加納樹麻(ds)

サンレモの歌姫として日本でカン
ツォーネ・ブームを巻き起こした
ジリオラ・チンクェッティの珠玉
の名曲の数々が、魅惑のラブ・サ
ウンズとともに甦る。全国からの
熱いリクエストに応えて、24年
ぶりの来日公演が実現。イタリア
から総勢10数名の演奏家を従え
てのライブを披露する。
出演：ジリオラ・チンクェッティ(vo)

渡辺香津美

前田憲男

本田雅人ジリオラ・チンクェッティ

オルケスタ・デ・ラ・ルス

桑原あい

Jazz
Bar

シェネル

高澤綾

ジェイソン・マルサリス

Eric Roberson

11.18 sat
Nao Yoshioka
with Special Guest：Eric Roberson
11月18日（土） 16:00開演（15:30開場）
会場：ミューザ川崎シンフォニーホール
全席指定：SS席 6,000円　S席 5,000円　A席 4,000円　B席 3,000円
世界で活躍するシンガー、Nao Yoshiokaとネオ・ソウル界の第一
人者、エリック・ロバーソンによるスペシャル・コラボレーション。
第1部（フロント・アクト）：  m.s.t.［持山翔子(p)、 小山尚希(b)］、 工藤明(ds)、

めかるストリングスカルテット
第2部： Nao Yoshioka(vo)、 Eric Roberson(vo)、 D Maurice Macklin(bv)、

Aaron Hardin(key)、Dai Miyazaki(g)、James Bratten(b)、
Brandon Maclin(ds)

11.14 tue
かわさきジャズ2017 
洗足学園音楽大学創立50周年記念公演

5th decade memorial 
jazz trip concert
11月14日（火） 18:30開演（18:00開場）
会場：川崎市高津市民館ノクティホール　全席指定：3,000円
「洗足学園音楽大学創立50周年記念公演」と題し、トリオやカ
ルテットによる小編成のジャズから、ニューオリンズスタイ
ルのジャズ、ビッグバンドジャズなど、さまざまなスタイル
のジャズを洗足学園ジャズコースの教員、卒業生、在学生と
ゲストプレイヤーがコラボ演奏。総勢数十人の出演者による
豪華公演！
出演：ユキ・アリマサ(p)、  伊藤君子(vo)、  中村誠一(sax)、  桑原あい(p)、
原朋直(tp)、  ルイス・バジェ(tp)、  谷口英治(cl)、  ボブ・ザング(sax)、  洗足
学園ジャズコース・スペシャルビッグバンド、  洗足学園ジャズブラ
スバンド“ガンボ”、  洗足学園ジャズコース在学生＋卒業生

ユキ・アリマサ 伊藤君子

中村誠一

ルイス・バジェ

谷口英治

桑原あい

原朋直

伊藤君子

宮本貴奈

オルケスタ・デ・ラ・ルス

akiko

小林桂

Jazz
Bar

●全5回通し受講 5,000円
　（定員100名）
●各回受講 1,500円
　（定員20名）


