SONG X LIVE 008

アン・サリー、デビュー 10 周年を迎えた 2012 年。
年内最後となる都内・単独コンサートを開催します。
今回のロケーションは東京・池袋 - 目白間の自由学園「明日館」講堂です。
「近代建築の巨匠」フランク・ロイド・ライト氏（1867-1959）の設計により 1921 年に建築された
歴史ある敷地内の講堂にて、秋の午後の時間と夕方の二回公演をお楽しみください。

［出演］

アン・サリー

［会場］

自由学園「明日館」講堂（200 席）
〒 171-0021 東京都豊島区西池袋 2-31-3
※ JR 池袋駅メトロポリタン口より徒歩 5 分

JR 目白駅より徒歩 7 分

※銀行振込でのお支払いをお願いしておりま

○お届け日数：入金確認から 10 日前後
（営業日）

す。※一般プレイガイト等でのチケット販売

で発送いたします。

はございません

○発送方法：郵送、または、クロネコメール

STEP ❶
まずは e-mail にてご予約を
【ticket@songxjazz.com】

開演 14:00（開場 13:30 ／終演予定 15:45 頃）
（※未就学児童入場可能公演・お子様が膝上鑑賞
可能な場合はチケット代金はいただきません）
開演 18:00（開場 17:30 ／終演予定 19:40 頃）

［夜の部］

お届けはお支払い後となります

便でお届けいたします。

http://www.jiyu.jp/
［昼の部］

STEP ❸

チケット購入方法のご案内

（※未就学児童入場不可）

○送付は日本国内に限らせていただきます。
○一般プレイガイト等でのチケット販売はご
ざいません。

お手数ですが、上記宛に下記内容をご送信く

○チケットが届かない・内容物が違うなどの

ださい。営業日 24 時間以内に予約確認メー

ご連絡は、お電話かメールでお願いいたします。

ルをご返送いたします。
（土日祝日にいただ

発送したチケットは全て番号を控えておりま

いたご予約の返信は、月曜日となります）

すので、速やかにチケット再発行し、再送い

【送信メール件名】

たします。

「10 月 20 日（土）アン・サリー＠明日館公演」

［チケット料金］

と入力をお願いします。

4,500 円（税込価格）
※全席自由・入場整理番号付きチケット

［主催］

株式会社 ソングエクス・ジャズ

［制作協力］

ノーヴァスアクシス

① 公演時間（ 14 時開演 or 18 時開演）を

チケット予約・購入に関する Q&A

お選びください。
②ご購入枚数
③お名前（漢字フルネーム）

［送付手数料について］1 回のお申し込みにつ

④フリガナ（銀行振込名と照合いたしますので、

［チケット発売日］

（例）チケット代金
き 100 円いただきます。

4,500 円 2 ＝ 9,000 円 +100 円

必ずお願いいたします）
⑤チケット送付先住所

2012 年 9 月 14 日（金）

［お届け日数について］ご入金を確認させて

（郵便番号からお願いいたします）

午前 10:00 〜 email にて受付開始

⑥ご連絡先お電話番号

いただいてから 2 週間前後（営業日）で発送

⑦備考（特記事項・ご質問など）

［総合お問い合わせ］ 株式会社 ソングエクス・ジャズ
〒 101-0042 東京都千代田区神田東松下町 17
田沢ビル 3F tel: 03-6314-6829

いたします。公演日が近づいている場合は、
間に合うように早めに手配いたします。

STEP ❷
ご予約から一週間以内に、下記口座にお振込

info@songxjazz.com www.songxjazz.com

をお願いしています。

［発送方法］郵送、またはクロネコメール便
にてお届けいたします。

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
自由学園

明日館

目白通り

明日館 講堂

婦人之友社

マルイ

劇場通り
消防署
ホテル
ロンドン
ヤマト
運輸
すき家

警察

芸術劇場

ホテル
メガネ
メトロ
ポリタン ドラック

西口
公園

LUMINE

三井住友銀行

JR 目白駅

扱いとさせていただくこともございます。お

円

振込後のキャンセル・内容変更・払い戻しは

2 枚 = 9,000 円 + 100 円 = 9,100 円

できません。あらかじめご了承の上、お申し
TOBU

SEIBU

い場合は、申し訳ございませんがキャンセル

4,500
みお願いします。
（例）2 枚ご予約の場合、

込みください。

池袋駅西口

JR 池袋駅
西武池袋線

［その他］お振込期限が過ぎてもご入金がな

※ チケット代金 + 送付手数料 100 円をお振込

PARCO

［会場アクセス］

自由学園「明日館」講堂
東京都豊島区西池袋 2-31-3 tel: 03-3971-7535

JR 池袋駅メトロポリタン口より徒歩 5 分、
明治通り

JR メトロポリタン口

Ann Sally in SONG X JAZZ
満月の夕（ vo. Ann Sally ）

［SONG X 009］ を収録！

JR 目白駅より徒歩 7 分 ※駐車場はございません

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 www.songxjazz.com
アン・サリーも

コンサート会場 &

［SONG X 006］ 2 曲参加 !

［SONG X 004］ SONG X JAZZ WEB で

NØ NUKES JAZZ ORCHESTRA

CHORO CLUB with VOCALISTAS

ANN SALLY

“NØ NUKES JAZZ ORCHESTRA”

“TAKEMITSU SONGBOOK”

“fo:rest”

発売中

発売中

発売中

先行販売中 !

ジャズはいま、何を語り、何を訴え、何を歌うことができるのか。

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

2007 年の「こころうた」から 3 年。いのちをみつめる暮らし

鬼才コンポーザー／アレンジャー／ベーシスト沢田穣治が芳垣

ロクラブ ” の 2 年ぶりの新作は、ヴォーカリスタス＝歌い手（ア

のなかで、その唯一無二の、やわらかくも情感あふれる歌声は

安洋、岡部洋一をはじめ、サキソフォビア、おおたか静流とア

ン・サリー、沢 知恵、おおたか静流、おおはた雄一ほか）を

さらに深みを増し 森羅万象を歌った待望の最新アルバム。

ン・サリーなどを迎えて綴るポスト・フクシマの音風景。ジャ

迎えた『武満徹ソングブック』。

ズに託された絶望と希望のマニフェスト。
［総合お問合せ］株式会社ソングエクス・ジャズ

〒 101-0042 東京都千代田区東松下町 17 田沢ビル 3F tel: 03-6314-6829 info@songxjazz.com

www.songxjazz.com

