人気テレビ番組﹁関ジャニの仕分け∞﹂内︑

新進気鋭バイオリニストの共演
×

﹁ピアノ王決定戦﹂で二回 優勝

人気ピアニスト

！

‼
朝香智子

MAiSA

(金)
( 開場

)

ティアラこうとう 大ホール
東京メトロ半蔵門線、都営新宿線「住吉」駅 A４出口から徒歩 4 分

（ティアラ友の会：4,500 円）先行発売日 9/9( 木）

【感染症予防対策について】

新型コロナウイルス感染症対策を講じ、座席は左右 1 席ずつ空けて販売致します。お客様及びスタッフへの感染防止のために、
マスクを着用してご対応させていただきます。安全に劇場をご利用いただくために、皆様にもマスク着用及び感染症予防対策の
ご協力をお願い致します。

お問合せ・お申込み

■ティアラこうとうチケットサービス

03-5624-3333 （9:00 ～ 21:00/ 第 1・3 月曜日休館）

https://www.kcf.or.jp/tiara

■ ストリート・ピアノ・コンサート オフィシャルサイト
az-projects-jp.com 一般発売日：9/10( 金 )

江東区内のチケット取扱い
■江東区文化センター
03-3644-8111
■豊洲文化センター
03-3536-5061
■古石場文化センター
03-5620-0224
■亀戸文化センター
03-5626-2121
■東大島文化センター
03-3681-6331
■砂町文化センター
03-3640-1751
■総合区民センター
03-3637-2261
■深川江戸資料館
03-3630-8625
※深川江戸資料館でのチケットお取扱い
は、10 時～17 時までです。

プレイガイド
■チケットぴあ
0507-02-9999 (P コード：202-255)
https://t.pia.jp/ セブンイレブン
各店マルチコピー機 ( 直接購入 )
■ローソンチケット
ローソン・ミニストップ店内 Loppi
(L コード :31945) http://l-tike.com/
■e＋( イープラス )
http://eplus.jp

主催：フレンド企画 / 共催：公益財団法人 江東区文化コミュニティ財団 / 協力：日本コロムビア・( 株 )ヴォートル・( 株 ) 山野楽器 / 企画・制作 : 総合舞台 / ストリート・ピアノ制作実行委員会

人気アニメテーマ曲や J-POP ヒット曲からクラシック曲まで、幅広いジャンルの楽曲を
オリジナルアレンジで演奏します。
三人の感性と音が共演する一夜限りの特別なセッションをお楽しみください。
京都市立芸術大学作曲専攻に入学。

朝香智子 同大学大学院音楽研究科作曲指揮専攻修了。

第 15 回桂座音楽賞のグランプリ受賞。
大学在学中にソロ活動を開始し、2019 年
3 月、全世界でダウンロード数 2,100 万
以上という、いまなおロングセラー中の
大ヒット音楽ゲームアプリ『DEEMO』の
音楽世界をピアノ・アレンジによって
構築した CD アルバム「DEEMO ピアノ
コレクション」が YAMAHA よりリリース
され、そのアルバムのメインアクトとして 参加。

ジェイコブ・コーラー

MAiSA

2011 年にブレッド国際音楽コンクールで第２位
( 最高位 ) を受賞、国内外で様々な賞を受賞。
その後、埼玉中央フィルハーモニーオーケストラ
と共演するなど、様々なコンサートにも多数出演。
作曲･編曲家としても活動し、クラシックだけで
なくロックやヘヴィメタルのジャンルでも
音楽ユニットを自ら立ち上げ、数々のコンサート
を開催･出演、国内外の音楽誌等でも度々取り上げ
られている。2020 年 11 月に JIMS Records より、
Jacob Koller プロデュースで CD デビュー。

1980 年米国アリゾナ州・フェニックス生まれ。高校に入学までにアリゾナ・ヤマハ・ピアノ・コンクールを 含む 10 以上のクラシック・
ピアノコンクールで優勝する。
2007 年には、「COLE PORTER JAZZ PIANO FELLOWSHIP」のファイナリストの一人に選ばれる。2009 年 来日後、TOKU のバック
など、ジャズ・ピアニストとして活躍。2009 年、星や月にちなんだ名曲を集めた『STARS』、2010 年 4 月にはジャジーにショパンを
プレイして みせた「ショパンに恋して」がスマッシュ・ヒット。2011 年 10 月には、樹里からん、畠山美由紀、溝口 肇、GENKI をゲスト
に迎えた「シネマティック・ピアノ・パラダイス」をリリース。「ジョージア・オン・ マイ・マインド」では人気実力ジャズシンガーの青木
カレンが、カーペンターズの名作「クロース・トゥ・ユー」では畠山美由紀が、「ベンのテーマ」では樹里からんがそれぞれゲスト・
ヴォーカルで参加し、
「ゴッドファーザー愛のテーマ」など国民的なナンバーも揃えた極上の POPS アルバムとなった。2015 年、人気テレ
ビ番組の “ピアノ王決定戦” で優勝。2016 年 6 月には『ジェイコブ・コーラー』 も発表。
現在、最も注目されるピアニスト。Youtube チャンネル登録者数は 2021 年 8 月現在 38 万人以上にものぼる。

(金)

ティアラこうとう 大ホール
（ティアラ友の会：4,500 円）先行発売日 9/9( 木）

【感染症予防対策について】

新型コロナウイルス感染症対策を講じ、座席は左右 1 席ずつ空けて販売致します。お客様及びスタッフへの感染防止のために、マスクを着用してご対応させていただきます。安全に劇場をご利用いただくために、皆様に
もマスク着用及び感染症予防対策のご協力をお願い致します。

お問合せ・お申込み

■ティアラこうとうチケットサービス

03-5624-3333 （9:00 ～ 21:00/ 第 1・3 月曜日休館）

https://www.kcf.or.jp/tiara

■ ストリート・ピアノ・コンサート

オフィシャルサイト

az-projects-jp.com 一般発売日：9/10( 金 )
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■深川江戸資料館

03-3536-5061
03-5626-2121
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は、10 時～17 時までです。
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https://t.pia.jp/ セブンイレブン
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