
2018 年 9 月 12 日 

各  位 

平和不動産株式会社 

 平和不動産株式会社（本社：東京都中央区 代表取締役社長：岩熊博之）は、日本橋兜町・茅

場町 JAZZ フェスティバル実行委員会主催により、2018 年 9 月 29 日（土）に開催される「Jazz 

EMP＠Tokyo Financial Street 2018」に、株式会社日本取引所グループ（本社：東京都中央区 取

締役兼代表執行役グループ CEO：清田 瞭）／株式会社東京証券取引所（本社：東京都中央区 代

表取締役社長：宮原 幸一郎）、一般社団法人国際資産運用センター推進機構（事務所：東京都中

央区 理事：有友 圭一）、KPMG コンサルティング株式会社（東京本社：東京都千代田区 代表取

締役社長 兼 CEO：宮原 正弘）とともに、共催いたします。 

 

 

【主催者による本イベント開催趣旨】 

日本橋兜町・茅場町 JAZZ フェスティバル実行委員会は、「証券・金融の街」、「事始めの街」と

して繁栄してきた日本橋兜町・茅場町にて、初めての試みとして「Jazz EMP (*) ＠Tokyo 

Financial Street 2018」を開催させていただく運びとなりました。 

 音楽は、演奏者と観客双方に、充実感、幸福感、心の豊かさをもたらします。中でもジャズの

特徴である即興性や創造性は、性別、年齢や国籍を問わず、幅広いファン層に支持されているこ

とに加え、人々に新しいイノベーションを喚起する無限の力を秘めています。 

 折しも、東京都は、この街もその一角を担っている「国際金融都市・東京」構想の実現に向け、

独立系の資産運用業者を育成する「東京版 EMP（Emerging Managers Program）」を創設する

などの施策を進めています。 

このような動きのなか、当委員会は、音楽をテーマに、未来に羽ばたく EM（Emerging 

Musicians）を、証券業、金融業、そしてこの街に集う皆様と一体となり応援したいという想い

のもと、当イベントを開催するものです。 

 この街のランドマークであり、日本経済の中枢としての役割を果たしている東京証券取引所に、

未来のジャズシーンを担う EM が一同に集い、熱いメッセージを奏でるこの一日を、どうぞお楽

しみください。 

*Emerging Musicians Program（新興ミュージシャン育成プログラム） の略称 

 

 

 

「Jazz EMP＠Tokyo Financial Street 2018」の 

開催（共催）について 

【本イベントに関するお問合せ先】 

開発推進部(企画) 担当 荒井・濱川 

TEL 03-3661-7771（平日 9：00～17：00） 



 

【開催概要】 

名称 「Jazz EMP＠Tokyo Financial Street 2018」 

開催日時 2018年 9月 29日（土）12：30開場 13：00 ～ 18：00（予定） 

申込方法 
・入場無料 

・Webサイトからの事前予約制（https://peatix.com/event/429051/view/） 

出演者 

（詳細別紙

参照） 

＜※出演時間は目安としております。予めご了承ください。＞ 

 寺井雄一グループ  13：00～ 

寺井雄一（ ts）、石川広行（tp）、松原慶史（g）、落合康介（b）、柵木雄斗

（ds） 

 KKJTrio with 真野 崚磨  13：40～ 

武本和大（pf）佐藤潤一（b）、北井誉人（ds）、真野峻磨（ts） 

 たくみの悪巧み  14：20～ 

中山拓海（ as,ss）、高橋佑成（ p）、 勝矢匠（eb）、山田玲（ ds）） 

 寝占友梨絵（vo）（成田祐一（pf）、中林薫平（b））  15：20～ 

 山田拓児クインテット  16：00～ 

山田拓児（ as）、吉本章紘（ts）、片倉真由子（pf）、清水昭好（b）、山田

玲（ds）） 

 【Special Guest】 Tomonao Hara Group  16：40～ 

原朋直（ tp）、鈴木央紹（ts）、朝田拓馬（g）、池尻洋史（b）、デニス・フ

レーゼ（ds）） 

主催 日本橋兜町・茅場町 JAZZフェスティバル実行委員会 

共催 

株式会社日本取引所グループ／株式会社東京証券取引所、 

一般社団法人国際資産運用センター推進機構、KPMGコンサルティング株式会社、 

平和不動産株式会社 

協力 株式会社 TOE THE LINE、株式会社ストックボイス 

協賛 

渥美坂井法律事務所・外国法共同事業、岡地証券株式会社、花王株式会社、 

極東証券株式会社、株式会社七十七銀行 日本橋支店、 

株式会社証券保管振替機構、ステート・ストリート信託銀行株式会社、 

立花証券株式会社、内藤証券株式会社、株式会社日本クラウドキャピタル、 

日本証券金融株式会社、廣田証券株式会社、株式会社りそな銀行 日本橋支店 

後援 

洗足学園音楽大学、一般社団法人投資信託協会、日本橋兜町町会、 

日本橋茅場町一丁目町会、日本橋茅場町二三丁目町会、日本橋日枝神社、 

一般社団法人まちふねみらい塾 



会場 

■東京証券取引所 東証ホール 

〒103-8224 東京都中央区日本橋兜町 2番 1号 

 

 

 

東西線 茅場町駅(出口 10) 徒歩 5分 

  日比谷線 茅場町駅(出口 7)  徒歩 7分 

  都営浅草線 日本橋駅(出口 D2) 徒歩 5分 

JR東京駅（八重洲中央口） 徒歩 20分 

 

 



@Tokyo Financial Street 2018

2018.9.29（Sat.） 

入場料
無料!

未来のジャズシーンを担うEM（Emerging Musicians）が、

あの東京証券取引所に集結！

お申し込みはこちら♪
https://peatix.com/event/429051/view/

開始 13:00 (開場 12:30) 

終了 18:00 (予定)

会場：東京証券取引所 東証ホール



主　　催：　日本橋兜町・茅場町JAZZフェスティバル実行委員会
共　　催：　平和不動産㈱、㈱日本取引所グループ/㈱東京証券取引所、（一社）国際資産運用センター推進機構、KPMGコンサルティング㈱
協　　力：　㈱TOE THE LINE、㈱ストックボイス
協　　賛：　渥美坂井法律事務所・外国法共同事業、岡地証券(株)、花王(株)、極東証券(株)、(株)七十七銀行 日本橋支店、(株)証券保管振替機構、
 ステート・ストリート信託銀行(株)、 立花証券(株)、内藤証券(株)、(株)日本クラウドキャピタル、日本証券金融(株)、廣田証券(株)、(株)りそな銀行 日本橋支店
後　　援：　洗足学園音楽大学、（一社）投資信託協会、日本橋兜町町会、日本橋茅場町一丁目町会、日本橋茅場町二三丁目町会、
 日本橋日枝神社、（一社）まちふね みらい塾

寺井 雄一　Yuichi Terai　13：00～
（寺井雄一グループ：寺井雄一 （ts）、石川広行（tp）、松原慶史（g）、落合康介（b）、柵木雄斗（ds））

1986 年東京生まれ 。2005 年洗足学園音楽大学ジャズコース入学。
サックスをボブザングに、バンドアンサンブルを原朋直に師事（敬称略）。在学時から、藤原清登（bass）グループ
や自らのグループなどで積極的に活動し、様々なシーンで演奏。寺井雄一グループは 2013 年頃から活動を開始し、
メンバーのオリジナル曲を中心に阿佐ヶ谷 Manhattan を拠点に新宿 PitInn などでも活動中。またピアニスト船山
美也子が主催する下落合 BB ミュージックアカデミーで教鞭を執る。

KKJTrio with 真野 崚磨　 13：40～
武本和大（pf）佐藤潤一（b）北井誉人（ds）で構成されたピアノトリオに、サックスプレイヤー真野崚磨（ts）を
迎えたジャズカルテット。Jazz や、ラテン、ファンクを中心に幅広いジャンルを手掛け、オリジナル曲も多数。個々
のフィールドで数多くのステージを経験している。2015 年、2016 年に『混声合唱団・漣』『室内合唱団 日唱』とチ
ルコットのジャズミサで共演。2017 年には YAMAHA 主催にて「KKJ Trio with 真野崚磨」のコンサートを六本木
CLAPS にて開催。好評を博す。現在、ライブ活動を中心に活動中。

中山 拓海　Takumi Nakayama　14：20～
（たくみの悪巧み：中山拓海 （as,ss）、高橋佑成 （p）、 勝矢匠（eb）、山田玲 （ds））

2014 年 4 月、結成。2015 年 5 月にバンド名を「たくみの悪巧み」とし、中山拓海によるオリジナルのみを演奏す
るようになる。2016 年 10 月、アゼルバイジャン共和国で開催されたバクージャズフェスティバルに唯一の日本人アー
ティストとして出演。東南アジアのトッププレーヤーをゲストに迎え国際交流を果たす。

寝占 友梨絵（vo）　Yurie Nejime　15：20～
（成田祐一（pf）、中林薫平（b））

1990 年横浜生まれ。2012 年、国立音楽大学演奏学科鍵盤楽器（ピアノ）専修卒業、演奏応用（ジャズ）コース修了。
ジャズアンサンブルを山下洋輔、小曽根真、池田篤、金子健の各氏に学ぶ。2010 年 6 月から徐々にヴォーカリスト
としての活動を開始。2015 年、第 34 回浅草ジャズコンテストヴォーカル部門グランプリ受賞、初アルバム

「Sometime back」リリース。2016 年 1 ～ 3 月に放映されていた TBS 日曜劇場「家族ノカタチ」挿入歌担当。現在は
LIVE や弾き語り、ビッグバンドのゲストヴォーカルとしての出演、レコーディングなど、都内を中心に演奏活動中。

山田 拓児　Takuji Yamada　16：00～
（山田拓児クインテット：山田拓児 （as）、吉本章紘（ts）、片倉真由子（pf）、清水昭好（b）、山田玲（ds））

ジャズシーンを牽引し、ベテランからの信頼も厚い若手から中堅のメンバーで構成された山田拓児クインテット。
山田は南青山のジャズクラブの老舗” Body&Soul” にて定期公演を行い、ライブ活動に加えてサックス専門誌への
寄稿や、技術指導など後進の育成にも努める。伝統を継承し現代ジャズを創造するメンバーとのアンサンブルをお
楽しみ下さい。

　　　　  　  原 朋直　Tomonao Hara　16：40～ 
（Tomonao Hara Group：原朋直 （tp）、鈴木央紹（ts）、朝田拓馬（g）、池尻洋史（b）、デニス・フレーゼ（ds））

ジャズ・トランペット奏者、作曲家。1990 年代、日本ジャズ界に巻き起こった若手ミュージシャンによる一大ムー
ブメントの先頭に立ち活躍。初単独リーダー作は『Evidence for My Music 』（キングレコード 1996 年）。現在まで
Co-leader 作品も含め 19 枚のリーダー・アルバムを発表する。国内外のジャズ・シーンで活躍中。
近年発表の作品は、『Time In Delight』原朋直グループ（Gaumy Jam Records 2017 年）。『Dear J.C. ~ Dedicate to 
John Coltrane ~』原朋直 & 池尻洋史（Gaumy Jam Records 2018 年）。洗足学園音楽大学教授。

「証券・金融の街」、「事始めの街」として繁栄してきた日本橋兜町・茅場町にて、 初めての試みとして、
「JAZZ EMP（*） @Tokyo Financial Street 2018」を開催いたします !

この街のランドマークであり、日本経済の中枢としての役割を果たしている東京証券取引所に、未来のジャズシーンを担う、 
もう一つの EM（Emerging Musicians）が一同に集い、熱いメッセージを奏でるこの一日を、どうぞお楽しみください。

*Emerging Musicians Program（新興ミュージシャン育成プログラム）の略称

Musicians
ご出演予定演奏者

※出演時間は目安としております。予めご了承ください。

< アクセス >

         jazzEMP.TFS@gmail.com　       03-3661-7771（平日9：00～17：00、平和不動産 内）お問合せ

★Special Guest
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