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開催データ 

【開催日程】  ２０１５年１０月１０日（土）・１１日（日）  11:30～21:00 
 
【開催場所】  関内、桜木町、みなとみらい、元町・中華街エリア ほか市内各所 
 
【来場者数】  150,500人 [ 10日 70,000人、11日 80,500人 ] ※天候：10日＝曇り、11日＝雨のち曇り 

横濱 JAZZ PROMENADE 2015  report 

【会 場】  

 全 60 会場  376 ステージ 

  ホール           9 会場    85 ステージ 

  ジャズクラブ 26 会場   84 ステージ 

  街角ライブ 18 会場   202 ステージ 

  関連イベント     7 会場  5 ステージ 

 

【出演者数】  

 376 組 のべ 3,055 人   （※一部関連イベント含む） 

  （プロ 173 組 804 人  、 アマチュア 203 組 2,251 人） 

 

【横濱ジャズクルー（運営ボランティア）数】      

 約 350 人 

 

【協賛社数】     

 114  社 

 

【連携イベント数】 

 7 イベント 

【チケット料金】  
 公式ウェブサイト限定先行販売（日付指定なし） 
  … 4,300円(「シングル券」1名1日) 
   8,000円（「ダブル券」1名2日または2名1日） 
 
 前売券（日付指定券） 
  … 4,300円（「ひとり券」1名1日） 
   8,000円（「ペア券」2名1日、「両日券」1名2日） 
 
 当日券 
  … 5,000円（1名1日） 
   ※中高生1,000円（「みらいパス」 1 名 1 日） 
 
【公式ウェブサイト】   
 http://jazzpro.jp 
 
 
【公式ツィッターアカウント】    
 @jazzpromenade 
   （フォロワー数  2,961  ※2015年 12月 15日現在） 
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15万 500人が来場！ 日本最大級のジャズ・フェスティバル 

横濱 JAZZ PROMENADE 2015  report 

 「街全体をステージに」をコンセプトに1993年にスタートし、今回23回目となる「横濱JAZZ PROMENADE 2015」が 

150,500人の方々をお迎えし終了しました。 

 

 例年通り、秋の3連休の土日に開催された、横濱JAZZ PROMENADE 2015。今年は、KAAT 神奈川芸術劇場が新たに 

加わり、歴史的建造物や港など横浜ならではの舞台でジャズライブが展開されました。 

 日本最大級の規模を誇るジャズフェスティバルとして、国内外で活躍するプロのミュージシャンから、幅広い世代の 

アマチュア･ミュージシャンまで、3,055名が出演。のべ376ステージで多種多様なライブが展開されました。 

 プロ会場では・・・ 

 KAAT 神奈川芸術劇場が新たに加わり、計9会場となりました。

ジャズプロムナード初登場となった雪村いづみ、お馴染みの 

ペギー葉山、日野美歌、そして4人の女性ボーカリストが 

競う「4レディース」では、華麗なる女性シンガーによって、 

会場が艶やかに彩られました。 

 また、横浜赤レンガ倉庫1号館で展開された、「インター 

ナショナル・ステージ」では、イスラエル、インドネシアなど、 

5つの海外招聘バンドが港町ヨコハマならではの、国際色 

豊かなステージを繰り広げました。 

 そして、初登場の正統派ビックバンド、三木俊雄のフロント・

ページ・オーケストラと、エンターテイナーズ・バンドのジェン 

トル・フォレスト・ジャズ・バンドの2つのオーケストラをはじめ、 

注目の音楽家新垣隆とジャズ界きっての異才吉田隆一に 

よるユニット「N/Y」など、魅力あるステージで多数の会場が 

満席となり、お客様を魅了する2日間となりました。 

 街角ライブでは・・・ 

 昨年に引き続き、元町ショッピングストリートをデキシー

ランドジャズがパレードを行ったほか、横浜そごう2Fの 

風の広場でもライブを展開し、ジュニアからシニアまで 

幅広い出演者によって、横浜の街にJAZZがあふれました。 

 

 ジャズクラブでは・・・ 

 今年も新たな参加店を迎え、関内・桜木町・石川町ほか、

山手・本牧・菊名・白楽・金沢文庫など、市内26店舗で 

夜遅くまで、横浜の旬なジャズが演奏され、まさに、昼も 

夜も横浜の街がJAZZに染まりました。 

 横浜の歴史、文化、ロケーションを総合的に活かした当フェスティバルは・・・ 

恒例となっている、NHK横浜放送局「ＦＭサウンド☆クルーズSpecial Jazz Live」など、 

様々なイベントと連携を図り、秋の横浜を訪れる観光客の皆様に、JAZZを通して、 

港街ヨコハマの魅力を楽しんでいただくことが出来ました。 

 また、地元・横浜を中心とした100社以上の協賛企業、一般公募で集まった約350名の 

市民ボランテア・スタッフ 「横濱ジャズクルー」、横浜市内各地域で開催されるジャズフェ

スティバルのスタッフ等、多くの皆様にご支援を頂き、イベントを成功に導く大きな原動力と 

なっております。 
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注目されたステージ 
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 ①華麗なる女性ボーカリスト大集合 
 
 ジャズプロムナード初登場の雪村いづみ、おなじみのペギー葉山、日野美歌、そして4人の女性
 ボーカリスト（上田裕香、小林宏衣、Naomi Grace、名知玲美）が華麗に競う「4レディース」の復活など、
 今年のジャズプロは女性シンガーたちによって艶やかに彩られました。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②国内外ミュージシャンによる話題のステージ 
 
 ビッグ・バンド・ファンには初登場の正統派、三木俊雄の 
 フロント・ページ・オーケストラと、エンターテイナーズ・ 
 バンドのジェントル・フォレスト・ジャズ・バンドの2つの 
 オーケストラが出演。 
 
 
 
     
    イスラエルのダニエル・ザミールを含む5つの海外 
    招聘（インターナショナル・ステージ）は、港都ヨコ 
    ハマならではステージでした。 
 
 
 そして、第2回「ちぐさ賞」受賞の遠藤定を始め、ジェイコブ・コーラー、Straight Line、浅葉裕文、 
 中村恵介の若手ミュージシャンのお披露目組ステージが揃い、才能豊かな新垣隆と吉田隆一の 
 斬新なデュオも聴きどころの一つとなりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
③横浜の街にJAZZが溢れた、街角ライブ 
 
 今年から新たに加わった、横浜駅東口のそごう横浜店や、 
 みなとみらい線 馬車道駅構内のほか、昨年に引き続き、 
 元町ショッピングストリートを華やかに彩った、デキシーパ 
 レードなど、プロからアマチュアまで、総勢3000名を超える 
 ミュージシャンによって、横浜の街にJAZZが溢れた2日間と 
 なりました。 
Music P 

 

雪村いづみ（vo）＆フレンズ ４レディース 

Gentle Forest Jazz Band 

N/Y Jacob Koller（p） 

ダニエル・ザミール（sax,vo） 



各ステージの様子                   ホールライブ ～ HALL LIVE ～  1/5  

横浜市開港記念会館 

１０日 ● Orquesta Libre + Suga Dairo(p)  
                   + RONxⅡ(tap)  
 ● KANKAWA(org) カルテット 
  ● 峰厚介(ts) カルテット 
  ● 渋谷毅（ｐ）Essential Ellington + 清水秀子(vo) 
 ● ジョージ大塚 (ds) スーパー・トリオ 

関内ホール大ホール 

１１日 ● 高瀬龍一(tp) セクステット plays 「Kind ob Blue」 
 ● 鈴木良雄(b) GENERATION GAP 
  ● 山本剛 (p) トリオ 
  ● 猪俣猛(ds) ジャズテット & FUZUKI  
 ● 向井滋春(tb) クインテット 

１０日 ●  ４レデイース 
  上田裕香、小林宏衣、Naomi Grace、名知玲美(vo) 
 ● ＫＫＢ２４１    
  ● Shun Sakai (vo) & The Long Goodbye 
  ● JATP : DEXIE  有馬靖彦(cl)とデキシー・ジャイブ 
                                             薗田憲一(tb)とデキシー・キングス 
                                             外山喜雄(tp)とデキシー・セインツ 

１１日 ● JATP : SWING   
 ● 谷口英治(cl) NEW カルテット 
                   ペギー葉山(vo) ・ 谷口英治(cl) NEW カルテット + １ 
  ● 三木敏雄(ts) Front Page Orchestra 
  ● 板橋文夫(p) FIT! 
                   + 類家心平(tp) ・ 纐纈雅代(sax) ・  レオナ(tap) 
                   板橋文夫(p) スペシャル・オーケストラ  
                   + 金子友紀(vo)・ 『結』 
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関内ホール小ホール 

１０日 ● RUIKE SHINPEI (tp) 5 piece band 
 ● Encounter 
  ● 細野よしひこ(g) トリオ 
  ● 鬼武みゆき(p) with Friends 
 ● 中牟礼貞則(g) トリヲ 

ランドマークホール 

１１日 ● 遠藤定(b) トリオ  
 ● 太田惠資(vln) & アレクセイ・アイギ(vln) Violin Brothers  
  ● 今田勝(p) トリオ 
  ● 竹内直(sax) スペシャルトリオ 
 ● 市川秀男(p) トリオ  

１０日 ● 井上陽介(b) カルテット  
 ● 宮之上貴昭(g) スーパー・カルテット  
  ● 竹鳥扇海カルテット  
  ● Clops with Chia (vo) 
 ● 岸ミツアキ(p)トリオ 

１１日 ● MAYA(vo) with 松尾明(ds) カルテット 
 ● 村田浩(tp) & The Bop Band 
  ● 小山太郎(ds) TRIO + 大野俊三(tp) & 豊田チカ(vo) 
  ● ハクエイ・キム(p) トライソニーク 
 ●  山下弘治(b) NEW5 & 平賀マリカ(vo)    

ホールライブ ～ HALL LIVE ～  2/5   

6 6 

横濱 JAZZ PROMENADE 2015  report 



横浜赤レンガ倉庫1号館 

１０日 ● 古野光昭(b) フルノーツ 
 ● 赤松敏弘(vib) meets ハクエイ・キム(p) 
                   w/市原ひかり(tp) 、小山太郎(ds)、生沼郁夫(b)  
                   Special Band 
  ● 仲田美穂(p) CORAZON  LATINO 
  ● 増尾好秋(g,vo) Power Spot 
 ● 鈴木勲(b) OMA ハイレゾ５ 

ヨコハマNEWSハーバー 

１１日 ● simakDialog （インドネシア）  
 ● ユリ・ホニング (sax) アコースティック ・ カルテット 
                   （オランダ） 
  ● ダニエル・ザミール(sax) ・ カルテット （イスラエル） 
  ● レイス・デムス・ウィルトゲン （ルクセンブルク）  
 ● パスカル・シューマッハ(vib) カルテット 
                   （ルクセンブルク） 

１０日 ● Jacob Koller(p)  
 ● 西山瞳(p) トリオ    
  ● 寿永アリサ(vo) コン・マエストロ 
  ● ヒカシュー  
 ● 大隅寿男(ds) Quarter 

１１日 ● The Unforsaken 
 ● 今田あきら(p,syn) エバーグレイズ 
  ● 川上さとみ(p) TRIO 
 ● 徳田雄一郎(as, vo)  meets  
  リカルド・ガルシア(flamenco g) ・フラメンコ(from スペイン) 
 ● 明田川荘之(p,oca) ・ 初山博(vib,harmonica) duo     

各ステージの様子                   ホールライブ ～ HALL LIVE ～  3/5 
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ＫＡＡＴ神奈川芸術劇場 ホール 

１０日 ● 雪村いづみ(vo) & フレンズ  
 ● 森山威男(ds) カルテット   
 ● LUIS VALLE(tp) & Afro Q-bamigos 
 ● 中村誠一(sax) Bo No Bo Land 

ＫＡＡＴ神奈川芸術劇場 大スタジオ 

１０日 ● FUSE  
 ● 新澤健一郎(p) イチョウ五重奏団 
   ● MIZUHO(vo) グループ  
 ● 高橋知己(ts) カルテット 
 ● ウィリアムス浩子(vo)・馬場孝喜(g)                       
        My Room Sound DUO 

１１日 ● 田中信正(p) ピアノトリオ 
 ● N/Y 新垣隆(p) ・ 吉田隆一(bs) 
  ● bohemianvoodoo feat. 島裕介(tp) 
  ● THE JAZZ LADY PROJECT 
  ● スガダイロー(p) トリオ  

ホールライブ ～ HALL LIVE ～  4/5   
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１１日 ●  Gentle Forest Jazz Band 
  ● 福居良(p) トリオ  
 ● ４ドラマーズ 
                   原田イサム・楠堂浩己・八城那義・竹内武 
 ● 日野美歌(vo) THE MAIKA BAND 

8 
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ＮＨＫ横浜放送局１Ｆ 

１０日 ● 平光広太郎(p) Quintet "Straight line" 
  ● 浅葉裕文(g) スウィンギンギター５ 
  ● 福井ともみ(p) と Mt.Nonet 
 ● Keisuke Nakamura(tp) 「HUMADOPE」 

横浜元町ショッピングストリート 
デキシーランドパレード 

１１日 ● ブルー・スカイズ(choir)  
 ● TOMOKO(sax) `無nd≒mundo 
  ● 金本麻里(vo) with 武藤晶子(p) トリオ 
  ● 皆川トオル(ts) カルテット プラス 渡辺典保(as) 
 ● 高田ひろ子(p) トリオ フューチャリング 
        Andy Bevan(sax) & 山田晃路(b)   

１０日 & １１日 ● 外山喜雄とデキシー・セインツ 

各ステージの様子                   ホールライブ ～ HALL LIVE ～  5/5 
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※街角ライブ （プロミュージシャン） 
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ドルフィー 

ジャズクラブ ～ JAZZ CLUB ～  1/3 
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リトルジョン 

Jazz  is 

よいどれ伯爵 

GIG“ギグ” FIRST 
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横濱エアジン 

各ステージの様子                 ジャズクラブ ～ JAZZ CLUB ～  2/3 

上町63 

ダウンビート 

Bar Bar Bar 

KAMOME 

11 

491 HOUSE 
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Me gusta 

12 

ジャズ喫茶ちぐさ 

ウインドジャマー 

ほか、参加店 

A.B.SMILE 

Kikuna Live&Jam 

King’s Bar 

ジャムラボ 

BLUES ETTE 

おとくらぶWARANE 

JAM THE SECOND 

Jazz Lounge Blue Moon 

ゴールデンカップ 

Motion Blue YOKOHAMA 

YOKOHAMA 7th AVENUE 

ジャズクラブ ～ JAZZ CLUB ～  3/3 
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関内駅前 （横浜市庁舎前） 馬車道通り （関内ホール前） 

みなとみらい線 馬車道駅構内 イセザキ ・ モール１・ ２Ｓｔ． 

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル ＣＲＯＳＳ ＳＴＲＥＥＴ 

各ステージの様子                街角ライブ ～ OPEN LIVE SPOT ～  1/4 
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14 

クイーンズサークル クロスゲート 

クイーンズパーク ドックヤードガーデン 

                             街角ライブ ～ OPEN LIVE SPOT ～  2/4 
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コレットマーレ CIAL 桜木町 



カップヌードルミュージアムパーク 横浜ビジネスパーク・ベリーニの丘 

15 

横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ 

各ステージの様子                街角ライブ ～ OPEN LIVE SPOT ～  3/4 
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三井アウトレットパーク・横浜ベイサイド 

※12日のみ 

MARK IS みなとみらい 運河パーク （ワールドポーターズ前） 
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                             街角ライブ ～ OPEN LIVE SPOT ～  4/4 
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※横浜駅東口「はまテラス」 
  （そごう横浜店2Ｆ ・ 風の広場） 

※11日のみ 

ヨコハマポートサイドライブ 
横濱 JAZZ PROMENADE 街角ステージ 



関連イベント 

17 
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【ライブ】 
 
 
■NHK横浜放送局「ＦＭサウンド☆クルーズ Special Jazz Live」 
 
 「FMサウンド★クルーズ」水曜日放送中の「よこはま発JAZZ 

 クルージング」が、ジャズプロムナードに合わせスペシャル・ 
 ライヴを開催。 
 演奏の模様は生放送でもお楽しみいただきました。 
 
 【日時 】 10月10日（土） 14:00～18:00  ＊生放送有り 
   10月11日（日） 11:40～17:50  
 【会場 】 NHK横浜放送局1階スタジオ 
  

 

 

 
■ PINKTOBER  JAZZ  NIGHT 
  
 ハードロック・カフェ横浜で、10月のピンクリボン月間に合わせて 

 ジャズライブを開催。 
  
 【出演】 纐纈雅代(as)、伊藤啓太(b)、外山明(ds)Band of eden 
 【日時】 10月6日（火） 19:30～、21:00～ 
 【会場・主催】 ハードロックカフェ横浜 
 
 
 
  
■世界のビール博物館横浜店 店内JAZZ演奏 
  
 世界のビール博物館の週末を大人のジャズチューンで飾る 
 大人気の二人組ジャズデュオバンド「AIR」による生ライブを 
 開催。 
 
 【日時】 10月10日（土） 18:00～、19:30～、21:00～ 
 【出演】 ＡＩＲ（中西雅世（key,vo）、西高志（per,vo） 
 【会場・主催】 世界のビール博物館 
 
 
 
 
■関内駅チカアート市 with  横濱JAZZプロムナード 
 
 総勢約80名のアーティスト・ハンドメイド作家がオリジナル作品や 
 雑貨を販売するアート市。 
 関内駅地下街にてプロミュージシャンのジャズライブを聴きなが
 らお楽しみいただきました。 
 
 【日時】 10月10日（土）・11日（日） 
    アート市 11:00～17:30 
    ライブ   13:00～、15:00～、16:00～、17:00～ 
 【会場】 マリナード地下街イベント広場  
 【出演】 jazz eggs 
   （福山詩織〈vo〉、小森剛〈vo〉、小澤基良〈g〉、吉野悟〈b〉、他） 



【 ライブ・ペインティング】 
 
■ロコ・サトシ ライブ・ペインティング 
 
 横濱JAZZ PROMENADEメインビジュアルを手がける、 
 ロコ・サトシの作品を展示。 
 
 【日時】 10月10日（土）・11日（日） 
 【会場】 横浜赤レンガ倉庫1号館１階ロビー 
 
 
 
 
 
 
  
【 レクチャー】 
 
■野毛地区振興事業協同組合協賛 
 横濱 JAZZ PROMENADE 2015 応援企画 
 横濱 JAZZ PROMENADE 2015 を 120％楽しもう！ 
 柴田浩一ディレクターが語る 今年の聴きどころ、見どころ 
  
  昨年に引き続き、今年の聴きどころ＆見どころ、本番の 
 楽しみ方などをディレクターの柴田浩一氏が解説。 
 初心者から熱心なファンまで多くの参加者が集まりました。 
   
 【日時】 9月26日(土)15:00～ 
 【会場】 横浜にぎわい座B2Fのげシャーレ(小ホール) 
 【料金】 無料 
 【主催】 横濱JAZZ PROMENADE実行委員会、 
  ALL ABOUT JAZZ委員会 
 【協賛】 野毛地区振興事業協同組合  

 
 
 
 
 
 
【映画】 
 
■ジャズ映画上映2015＠シネマ・ジャック＆ベティ 
  
 日本のみならず世界の新旧名作映画を常時上映している 
 シネマ・ジャック＆ベティでジャズ映画を上映しました。  
 
 【上映作品】 「ヤッション」 
 【期間】 10月10日（土）～23日（金） 
 【会場・主催】 シネマ・ジャック＆ベティ 
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主催／共催／助成／後援／協力 

■ 主催 ： 横濱JAZZ PROMENADE実行委員会 
  【YOKOHAMA本牧ジャズ祭実行委員会、旭ジャズまつり実行委員会、 
  港南JAZZフェスティバル実行委員会、横浜商工会議所、一般社団法人横浜青年会議所、 
  公益財団法人横浜観光コンベンション・ビューロー、公益財団法人横浜市国際交流協会、 
  ＫＡＡＴ神奈川芸術劇場、横浜JAZZ協会、公益財団法人横浜市芸術文化振興財団】 
  

■ 共催 ： 横浜市文化観光局 
 
■ 助成 ： 独立行政法人日本芸術文化振興会 
 
■ 後援 ： 神奈川新聞社、ｔｖｋ、ラジオ日本、FMヨコハマ、NHK横浜放送局、 

 朝日新聞横浜総局、毎日新聞社横浜支局、読売新聞東京本社横浜支局、
 産経新聞横浜総局、日本経済新聞社横浜支局、東京新聞横浜支局、 
 日刊工業新聞社横浜総局、フジサンケイビジネスアイ横浜支局、 
 共同通信社横浜支局、jazz Life、JaZZ JAPAN 
 
■ 協力 ： 東京急行電鉄株式会社、 相模鉄道株式会社、横浜高速鉄道株式会社、 
 横浜市交通局、京浜急行電鉄株式会社、JR東日本、横浜銀行、 
 横浜市ケーブルテレビ協議会、横浜アマチュアコンボバンド連盟、 

 NPO法人アークシップ、イセザキモール3～7St. 
  

22 

【 写真撮影 】 

横濱ＪＡＺＺクルー 

  岡部晃彦  

奥村務  

小山実  

佐藤啓二  

長沢昌平  

平岡淳一郎 

前田碧 

Ｓｕｎｎｙ  

今泉啓 

大野隆介 

 

横濱ＪＡＺＺ ＰＲＯＭＥＮＡＤＥ実行委員会事務局 
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