POLAND X JAZZ Vol.1

Marcin Wasilewski Trio Live
6 November 2012
at Hakuju Hall

SONG X LIVE 008

決して華やかではない。デリケートだけれども、口数は決して多くない。
いまやポーランドを代表するジャズ・ピアニストと言っても過言ではないマルチン・ヴァシレフスキ。
寡黙さのなかに宿る詩情。心安らぐ憂愁。そっと肩にかけられたコートのように、その音楽は身を包んでくれる。
だから、このピアノ・トリオは世界中の音楽愛好家からますます愛される。
長い冬を迎え、ふと孤独を感じるとき、このジャズは最良の友となってくれる。
トリオとしては初来日となる本公演は、限りなくアコースティックな環境でお楽しみいただける貴重な機会となります。

Marcin Wasilewski Trio

マルチン・ヴァシレフスキ・トリオ

ポーランド出身のマルチン（1975 年生まれ）、スウォヴォミル（同）
、ミハウ（1977 生まれ）のトリ
オは 1993 年に誕生し、1994 年から同国ポーランドの巨匠トマシュ・スタンコ（トランペット）のレ

（2004）
（1995） 『TRIO』
『KOMEDA』

ギュラーを努めながら単独活動も続けてきた。当初は「シンプル・アコースティック・トリオ」と名
乗った頃の初作『KOMEDA』（1995 年）からすでに繊細な憂愁美の表出にたけ、優美でリリカルな語
（2004 年）
り口は独自性を高め続けいる。2008 年にバンド名をあらため、ECM レーベルから『TRIO』
を発表。同レーベルの伝説的なプロデューサー、マンフレッド・アイヒャーが見守るなか『January』
『Faithful』（2010 年）の三作品を発売している。www.marcin-wasilewski.com
（2007 年）、

（2010）
『January』
（2007） 『Faithful』

名古屋公演：

［出演］

福岡公演：

日時 : 2012 年 11 月 5 日（月） 開演 19 : 00（開場 18 : 30）

日時 : 2012 年 11 月 3 日（土）開演 19 : 00（開場 18 : 30）

会場 : ボトムライン（名古屋市千種区今池 4-7-11）

会場 : SHIKIORI（福岡県宮若市芹田 721）

チケット問い合わせ：052-741-1620

チケット問い合わせ：090-1163-5027（Asian Cape Connection）

マルチン・ヴァシレフスキ：ピアノ

チケット購入方法のご案内

スワヴォミル・クルキェヴィチ：ベース
ミハウ・ミシキェヴィチ：ドラム
［日程］

2012 年 11 月 6 日（火）

［会場］

白寿ホール（300 席）
（株）白寿生科学研究所本社ビル 7F

［チケット料金］

お届けはお支払い後となります

※銀行振込でのお支払いをお願いしております。

（営業日）
○お届け日数：入金確認から 10 日前後

※一般プレイガイト等でのチケット販売はご

で発送いたします。

ざいません

○発送方法：郵送、または、クロネコメール
便でお届けいたします。

〒 151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷 1-37-5

［時間］

STEP ❸

開演 19:30（開場 19:00）

STEP ❶
まずは e-mail にてご予約を
【メール送信先：ticket@songxjazz.com】
下記内容を ticket@songxjazz.com 宛にご送
信ください。営業日 24 時間以内に予約確認

すので、速やかにチケット再発行し、再送い

「11 月 6 日（火）マルチン・ヴァシレフスキ・

ポーランド広報文化センター

［後援］

ポーランド大使館

［協力］

ユニヴァーサル ミュージック ジャパン、

たします。

トリオ＠白寿ホール」と入力をお願いします。
①お名前（漢字フルネーム）

チケット予約・購入に関する Q&A

②フリガナ（銀行振込名と照合いたしますので、
［送付手数料について］1 回のお申し込みにつ

必ずお願いいたします）

株式会社 ディスクユニオン

○チケットが届かない・内容物が違うなどの
ご連絡は、お電話かメールでお願いいたします。
発送したチケットは全て番号を控えておりま

※全席自由・入場整理番号付きチケット

［協賛］

ざいません。

だいたご予約の返信は、月曜日となります）
【送信メール件名】

株式会社 ソングエクス・ジャズ

○一般プレイガイト等でのチケット販売はご

メールをご返送いたします。
（土日祝日にいた

5,000 円（税込価格）

［主催］

○送付は日本国内に限らせていただきます。

③ご購入枚数

（例）チケット代金
き 100 円いただきます。

④チケット送付先住所

5,000 円 2 ＝ 10,000 円 +100 円

（郵便番号からお願いいたします）
⑤ご連絡先お電話番号

［お届け日数について］ご入金を確認させて

⑥備考（特記事項・ご質問など）

いただいてから 10 日前後（営業日）で発送

STEP ❷

間に合うように早めに手配いたします。

いたします。公演日が近づいている場合は、
ご予約から一週間以内に、下記口座にお振込
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

三菱東京 UFJ 銀行 中野駅前支店
普通

にてお届けいたします。

0089855 カ ）ソングエクス・ジャズ

※ チケット代金 + 送付手数料 100 円をお振
込みお願いします。
（例）2 枚ご予約の場合、5,000 円

= 10,000 円 + 100 円 = 10,100 円

扱いとさせていただくこともございます。お
振込後のキャンセル・内容変更・払い戻しは
込みください。

白寿ホール
代々木公園駅（千代田線）出口 1 より徒歩 5 分
代々木八幡駅（小田急線）南口より徒歩 5 分

い場合は、申し訳ございませんがキャンセル

2枚

できません。あらかじめご了承の上、お申し

［会場アクセス］

駅出口を左に、商店街沿いに直進すると、

［その他］お振込期限が過ぎてもご入金がな

バス
「富ヶ谷」下車徒歩 1 分

［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

5 分ほどで大通り（井の頭通り）につきあたります。

渋谷駅南口下車、西口バスターミナルより 10 分

右手の歩道橋を渡って右側にある、

渋 61（初台駅行）渋 63（中野行）渋 64（中野行）

田沢ビル 3F tel: 03-6314-6829

白い建物の 7F が Hakuju Hall です。

渋 66（阿佐ヶ谷行き）渋 61（笹塚循環）

info@songxjazz.com www.songxjazz.com

