アン・サリー
コンサート 2010
2010.12.18

S AT. 16:00 開場 17:00 開演

at Meguro Persimmon Hall
［オープニング・アクト］松田美緒
会場

料金

+ 沢田穣治 with ストリングス

めぐろパーシモンホール 大ホール
東急東横線「都立大学」駅より徒歩7分
全席指定：4,500円（税込み）／車椅子席：同料金

※車椅子席はめぐろパーシモンホールのみ取扱い
チケット発売日

2010年10月21日［木］午前10時〜

チケット取り扱い

めぐろパーシモンホールチケットセンター 03-5701-2904（10：00〜19：00）
チケットぴあ 0570-02-9999（Ｐコード：121-824）

主催・問い合わせ

株式会社 ソングエクス・ジャズ info@songxjazz.com 03-6314-6829

共催

財団法人 目黒区芸術文化振興財団

SONG X LIVE 001
Photo by Sean Breslin

アン・サリー コンサート 2010

［オープニング・アクト］松田美緒

+ 沢田穣治 with ストリングス

SONG X LIVE 001

自由でしなやかな音楽性、
凛とした生きざま、
そしてなによりも透き通ったあの歌声……
全国各地でのライブを通じて、
真摯な音楽ファンの心を掴んできたアン・サリーが6枚目のアルバム

『 fo : rest 』
をたずさえて今年もめぐろパーシモンホールに出演します。

オープニング・アクトにはブラジル音楽の神さまアントニオ・カルロス・ジョビンに挑んだ作品集

『カンタ・ジョビン』
を発表する松田美緒 + 沢田穣治がストリングス・カルテットを率いて、
挑発的で官能的、
未知なるジョビンの世界を披露します。

［ホールへのアクセス］

めぐろパーシモンホール 大ホール 03-5701-2913
東京都目黒区八雲1-1-1

めぐろ区民キャンパス内

◎東急東横線「都立大学」
より徒歩7分

◎東急バス
「めぐろ区民キャンパス」下車すぐ

www.persimmon.or.jp/

至駒沢通り

めぐろパーシモンホール

［渋34］渋谷駅〜東京医療センター

目黒駅〜弦巻営業所
［黒07］

［多摩01］多摩川駅〜東京医療センター

めぐろ区民キャンパス
バス停
都立大学
付属高校

［都立01］都立大学駅北口〜成城学園前駅
めぐろ区民キャンパス

◎公演に際してのご注意
・やむを得ぬ事情により、
曲目・出演者等を
変更する場合がございますのでご了承ください。
・ 一度お求めいただいたチケットは、
公演中止の場合以外はキャンセルできません。

〒
「都立大駅前」交差点

目黒通り

・ 未就学児の入場・同伴はご遠慮ください。
・ 駐車場の台数が少ないため、
ご来館には公共交通機関をご利用ください。

東急

三井住友銀行

三菱東京
UFJ銀行

都立大学
北口バス停

駅
大学
都立
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アン・サリー

2001年「Voyage」でアルバムデビュー。
2003年「Day Dream」
「Moon Dance」では、
国内外の名曲を

2002年から3年間ニューオリンズに暮らし、
地元の音楽家と現地で録音した音源を、
取りあげロングセラーに。
2児の母となった2007年には
「Brand-New Orleans」
として発表。
帰国後は日本全国でライヴ活動を行い、
2008年11月には、
「こころうた」
を、
書き下ろしオリジナル曲「時間旅行」
（マキシCD）
を発表。

New Release
コンサート会場 &

New Album

アン・サリー
『 fo : rest 』

SONG X 004 定価 ¥2,625（税抜価格 ¥2,500）

SONG X JAZZ web
先行限定販売！

12 月
18 日
リリー
ス！

Debut Album

松田美緒 + 沢田穣治 with ストリングス
『カンタ・ジョビン〜 アントニオ・カルロス・ジョビン曲集』
SONG X 003 定価 ¥2,625（税抜価格 ¥2,500）

2007年の「こころうた」から3年。

オリジナル曲のほか、
ジョニ・
ミッチェル、
リンダ・ルイスから松田聖子まで。

さすらいの天才ボーカリスト
・松田美緒と、

多彩な楽曲のなかに、
等身大の “今”を映しこんだ待望の新作。

ショーロクラブの沢田穣治が手を組み、
ボサノバの神さまに挑む。

［収録予定曲］Snow Queen／星くず／Wild Bird／新しい朝／ガラスの林檎／

挑発的で官能的な、
未知のジョビンがここにある。

Lark／Walkin' One and Only／雨のち晴れ／Chattanooga Choo Choo／

［収録予定曲］白い道／ジェットのサンバ／Por Causa de Você／モーホの嘆き／

プロデュース――アン・サリー

（曲順未定）

Dança da Solidão／Help me／Você e Eu／他

オフィシャル・ウェブサイ
ト：www.annsally.org

ルイーザ／あなたがいるから／モディーニャ／Derradeira Primavera／太陽への道
プロデュース・アレンジ――沢田穣治
松田美緒［Vocal］ 沢田穣治［Contrabass］ 高島正明［Piano］ 越川歩［Violin］

氏川恵美子［Violin］ 菊地幹代［Viola］ 古川淑惠［Cello］ 馬場孝喜［Guitar］
岡部洋一［Percussions］ジョアン・
リラ［Guitar, Vocal］

SONG X JAZZ Catalogue

未知の音楽を届けるレーベル
〈ソングエクス・ジャズ〉
から、
注目のリリースが続々
［SONG X 001］

KURT ROSENWINKEL & OJM
OUR SECRET WORLD
絶賛発売中

［SONG X 003］
NOW
PRINTING

［SONG X 002］

CHOCOLATE GENIUS INC.
SWANSONGS
絶賛発売中

MIO MATSUDA + JYOJI SAWADA with Strings
CANTA JOBIM
2010年12月18日リリース

［SONG X 004］
NOW
PRINTING

ANN SALLY
fo : rest
2010年12月18日リリース

※コンサート会場及びsongxjazz.comのみの販売となります。

［SONG X 005］

CHORO CLUB with Vocalistas
2011年 TAKEMITSU SONGBOOK

［SONG X 006］

TAMAMIX 2011年 TBA

www.songxjazz.com

