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LIVE “fo:rest” 2011 Summer

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』をたずさえて座・高円寺2で単独ライヴを行います。

LI VE “fo:rest” 2011 Summer
〈出演〉
〈会場〉
〈日時〉

アン・サリー
座・高円寺 2
（250 席）
［第一夜］2011 年 7 月 23 日
（土）
開場 17:00 ／開演 18:00
［第二夜］2011 年 7 月 24 日
（日）
開場 16:00 ／開演 17:00
〈主催〉
ソングエクス・ジャズ
〈制作協力〉
ノーヴァスアクシス、
ヒルストーン、
若林商會
〈総合問合せ〉 ソングエクス・ジャズ T.03-6314-6829

info@songxjazz.com www.songxjazz.com
〈チケット料金〉 ￥4,500
（全席自由・入場整理番号付）
〈チケット発売日〉2011 年 4 月 29 日
（金）10 :00〜
e-mail にて受付開始
＊ 本公演は自由席です。
チケットにあらかじめ入場整理番号が付いています。当日開場時
間に入場整理番号順に並んでいただき入場していただきます。尚、入場整理番号はご予
約順に発行します。

座・高円寺2

ロータリー

環状 号線

［会場アクセス］

7

チケット購入方法

送料／発送

〈銀行振込〉
でのお支払いをお願いしております。

【送付手数料】1回のお申し込みにつき：100円
【お届け日数】入金確認から2週間前後
（営業日）
で発送

❶まずe-mailにてご予約を

公演日が近づいている場合は、間に合うよう早めに手配します。
【発送方法】郵送、
または、
クロネコメール便

【Eメール予約：ticket@songxjazz.com】

＊送付は日本国内に限らせていただきます。

以下内容をご送信下さい。24時間以内に予約確認メールを返

＊チケットが届かない・内容物が違うなどのご連絡は、電話かメー

送いたします。
（土日にいただいたご予約の返信は、
月曜となりま
す）

ルでお願いいたします。
【その他】

①公演名・日付・会場・枚数

お振込期限が過ぎてもご入金がない場合はキャンセル扱いとさ

②お名前
（フリガナ）
・チケット送付先住所
（郵便番号から）
・TEL

せていただくこともございます。お振込後のキャンセル・変更・払い

③備考
（特記事項、質問など）

戻しはできません。
あらかじめご了解の上お申し込みください。
〈チケット予約・購入に関するQ＆A〉

❷ご予約から1週間以内に、
下記口座にお振込みください

〈特定商取引法に基づく表示〉
〈プライバシーポリシー〉
上記に関する詳細はソングエクス・ジャズWEB
（ www.songx
にて詳細をご覧いただけます。商品のお申し込み／
jazz.com）

チケット代金+送付手数料100円をお振り込みください。

各種手配をいただいた方、及び、
ダイレクトメールのご登録をいた
だいた方に対し、Eメールによる音楽情報のニュース配信／メー

【銀行振込（送付手数料100円）】
三菱東京UFJ銀行 中野駅前支店
普通 0089855 カ）
ソングエクス・ジャズ

ルマガジンを送付しております。個人情報の訂正、削除について
は下記にご連絡ください。
ご連絡の無い場合は従来通りのお取
り扱いとさせていただきます。詳しくはプライバシーポリシーをご参
照ください。

北口

JR 高円寺駅

❸お届けはお支払い後となります

交番

←阿佐ヶ谷

新宿→

［座・高円寺］JR 中央・総武線「高円寺」駅 北口を出て徒歩 5 分
東京都杉並区高円寺北 2 丁目 1-2 T.03-3223-7500 http://za-koenji.jp

SONG X JAZZ Catalogue

株式会社 ソングエクス・ジャズ

発送には入金確認から2 週間前後（営業日）
いただいておりま

165-0024 東京都中野区松が丘 2-28-6

す。3週間を過ぎても届かない場合はご一報ください。公演日が

T.03-6314-6829（受付時間 平日10:00〜19:00）

近づいている場合は、間に合うよう早めに手配します。

info@songxjazz.com

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

コンサート会場 &

2011. June 15 Release!
［SONG X 006］

SONG X JAZZ WEB で先行販売中！

CHORO CLUB with VOCALISTAS

［SONG X 004］

ANN SALLY
fo:rest 絶賛発売中

TAKEMITSU SONGBOOK
NOW PRINTING

究極のアコースティック・インストゥルメンツ・トリオ ショーロクラブ
ヴォーカリスタス ＝ 歌い手（アン・サリー、沢
の 2 年ぶりの新作は、

いのちをみつめる暮らしのなかで、
2007 年の「こころうた」から 3 年。

知恵、おおたか静流、おおはた雄一 ほか）を迎えた『武満徹ソング

その唯一無二の、やわらかくも情感あふれる歌声はさらに深みを増し

ブック』。昨年生誕 80 年を迎えた 20 世紀で最も重要な芸術家「武

森羅万象を歌った待望の最新アルバム
『fo:rest』。
［SONG X 003］

MIO MATSUDA + JYOJI SAWADA with Strings
CANTA JOBIM 発売中

満徹」
の残したポップソングをショーロクラブが挑んだ大作。

2011. May 18 Release!
［SONG X 005］

ERIC LEGNINI & T.A.J.B THE VOX

ブラジル音楽の神の知られざる核心へ挑む。美しく官能的な、未知のジョビンがここ

フランスを中心に大人気のピアノ・トリオが、" アフロ・ジャズ・ビート " を身に纏い、

にある。独自の視点からブラジル音楽と向き合ってきた異才が挑むジョビン。
ストリン

クリストル・ウォーレン ( Vo ) がフォーキーかつソウルフルな艶めきを加えた現代版

グスとともに、
エモーショナルに、官能的に紡がれる至高の旋律。

アフロ・グルーヴ・ジャズ作品。

［SONG X 001］

KURT ROSENWINKEL & OJM
OUR SECRET WORLD 発売中
現代ジャズギターの革新者にして伝導師カート・ローゼンウィンケルの新作は、
トリ

［SONG X 002］

CHOCOLATE GENIUS INC,.
SWANSONGS 発売中
世界のトップミュージシャンに愛され、リスペクトされる異能の黒人音楽家アンソ

オ編成でスタンダードをとりあげ絶賛された
『リフレクションズ』
（2009 年）に続く野心

ニー・トンプソン aka チョコレート・ジーニアス。死にゆく愛の哀しみを、ふるえるほ

作。
ビッグバンドの歴史が、
ようやく新たに塗り替えられるときがきた。

どの繊細さで描き出した、幽玄なるアンビエント・ブルーズ。

2011. Summer
NOW
PRINTING

［SONG X 007］

tamamix
TBA

アン・サリーも
！
2 曲参加！

www.songxjazz.com

