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Mid-summer jazz and gourmet festa

※会場周辺は駐車場がありません。

電車、
バス、
タクシー等の公共交通機関をご利用ください。
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主催/三郷市観光協会
後援/三郷市 三郷市商工会
協力/三郷市商店会連合会 (一社)三郷青年会議所 三郷名産品店会
つくばエクスプレス 三郷環境整備組合 アルヒ株式会社

Stage Program
ステージプログラム
12：00〜 丹後小学校 金管バンドクラブ

こんにちは。丹後小金管バンドクラブです。今年の部員は4年生13
名、5年生19名、6年生18名。50名で明るく楽しく活動しています。
一生懸命練習しようをモットーに、休み時間や放課後など少ない時
間を使って練習しています。今年で5回目の出場になります。気持ち
を一つにしていい演奏を届けたいと思います。

12：30〜 栄中学校 吹奏楽部

こんにちは、栄中学校です。私たちは現在29名で毎日楽しく活動し
ています。夏の暑さにも負けない、明るく元気な演奏をお届けでき
るよう、練習を重ねてきました。一生懸命演奏しますので、
ぜひお楽
しみください。

宇佐美 友紀

Yuki Usami

三郷市出身。2005年人気アイドルグループのAKB48のオーディションに合格。Aチームのメン
バーとして活動する。AKB48卒業後はMCとしての道を歩み、現在はラジオDJやTVレポーター
などでも活躍の場を広げている。
出演番組はbayfm「it!!」
「MUSIC SALAD」、TOKYO FM「スカイロケットカンパニー」、
テレ玉
「マチコミ」
レポーターなど。

16：00〜 地獄のフナヤマ帝国

現在のジャズシーンで注目される新進気鋭のミュージシャンたちで
構成されるコンテンポラリジャズバンド。
2008年に結成され都内を
中心に活動中。
そのバンド名や斬新なメンバーのオリジナル曲は各
方面で話題を呼び続けている。
今回はリーダーの船山美也子の出
身地三郷市でアツいステージをお届けします！
石川広行(Tp)/寺井雄一(T.sax)/船山美也子(P)/清水昭好(B)/秋元修(Dr)

17：00〜 Inﬁnity Box
ジャズスタンダードの名曲や日本の童謡、
唱歌などを個性的にアレ
ンジして演奏するユニットです。普段はボーカル、
サックス、
ピアノの
トリオでライブを行っていますが、
今回はベースとドラムを入れた
特別バージョンでお送りします。
かづみ
（Vo）
/宮田よし
（Sax）
/山野友佳子(P）
/座小田諒一
（B）
/秋葉正樹(Dr）

13：00〜 エックスオー

スタンダードジャズを基にラテン音楽や、
アニメソング等をカンファタブルに
提供。
バンド名の由来はブランデーの熟成期間の最も長い
「EXTRA OLD」
から、
音楽の熟成を目指し、名付けました。
たっぷりとした声量、
安定した歌
いっぷりで、
国内外で高い評価を得ている、
ヴォーカル・神谷洋史子を迎え、
ス
ペシャルなステージをお届けします。

18：00〜 式典（手話通訳あり）

イルミネーション点灯
キャンドル点火

西脇定夫（Gt）/竹内秀雄（B）/原孝之（Dr）/神谷洋史子(Vo）

14：00〜 大隅卓也Quintet

アルトサックス奏者の大隅卓也を中心に、
それぞれ個性的かつ音楽
的なリズムセクションプレイヤ−で構成されるユニット。昨年同様フ
リューゲルホルンに土濃塚隆一郎を加え、
ドラムに日本を代表する
ベテラン・ドラマー 大 隅 寿男をフィーチャーしたスペシャルな
Quintet。

18：30〜 ミサト ミュージックメイツオーケストラ
毎回参加、地元のビックバンドです。今年はスタンダードな曲をリズ
ム、
テンポのアレンジで変化する音のハーモニーをお届けします。
一風変わった音楽のふれあいを感じてください。
老若男女の演奏す
るアマチュアバンド、
皆様と一緒に楽しく過ごしたいと思います。

大隅卓也
（A.Sax）
/大隅寿男
（Dr）
/土濃塚隆一郎(FHｒ）
/岩崎千春(Pｆ）
/西川てるまさ
（B）

15：00〜 POLY COLOR septet(ポリカラ（セプテッド）)

三郷・松戸エリアを拠点とするピアニストで作曲家の川和愛を中心に、都内
や近隣で共に活動するプレイヤーにより構成されたユニット。 Twin Vocal
と Sax という豪華フロント陣を迎え、Acid Jazz を中心に、
皆様にもお馴染
みのFunky で Soulful なナンバーをお届けします！一緒に楽しみましょう！

Ichigyo(Vo)/千春（Vo、Perc）/Brian Seymour（Sax）/藤木エイジ
（Gt）
/戸田佳邦
（B）/西澤數泰（Dr）
/川和愛（P）

19：30〜 東京ブラススタイル

今年結成13年を迎えたガールズブラスユニット。斬新なブラスアレンジとはじ
けたパフォーマンスで、
世界を魅了。
今まで発売されたＣＤは13枚を数え、
日
本国内だけでなく、毎年の海外ツアーは大成功で、
パリでチャートインもしま
した。今年も６月にスペイン、
メキシコ・ツアーを大成功に終え、
更にはアフリ
カ・ツアーも予定されています。
レイチェル、吉田梨紗(Tp)/岡本ちなみ、
海江田紅(Tb)/長瀬めぐみ(A.sax)/宮島れいら(Key)/萩原みの
り(B)/鈴木梨花子(Dｒ)

※プログラム及び出演者は、都合により変更になる場合があります。
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三郷中央駅

ミサト食品

ジャンボ炭火焼きとり

ＥＳＮ ｃｏｍｐａｎｙ

お好み焼き、からあげ、
ステーキ串、生ビール
弁当惣菜店 蓮家

焼きそば

マリエーヌ洋菓子店

店 舗 一 覧

カトルクレー

和久井商店

misato style 2018に関すること、
迷子、
落とし物、
ケガなど

関東財務局PRブース

振り込めサギ等の被害防止のPR、
一億円の
重さ体験 他

ホストタウン/ギリシャ共和国ブース

（プロジェクト推進室)
ホストタウン事業のPR、
ギリシャ共和国の紹介

健康づくりブース（健康推進課)

健康マイレージの１万ポイントプレゼント他、
握力測定やロコモ度テスト

キャラクターグッズ販売

三郷市マスコットキャラクター
「かいちゃん＆
つぶちゃん」
グッズ販売

つくばエクスプレスグッズ販売
つくばエクスプレスグッズの販売

(一社)三郷青年会議所

好きな色のトーチを作って、
皆でキャンドルピ
ラミッドの会場を彩り盛り上げよう！

ジャパンフードマネジメント

SPORTS DINING REGISTA

ニッパチ

ギリシャ料理
［ギリシャ］
Taberna Milieu（ミリュウ）

炭火ダイニング わʼべこ

みさとのおみせ miakinai

韓国家庭料理 美味 ましそよ

旬菜あうん

安西農園

(NPO法人南房総農育プロジェクト)
［館山市］

ダイニングもと木

富士見せんべい

稲葉酒造/ヨシムラミート［つくば市］

ありがとう
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浅草下町天丼 秋光［浅草］

十八屋
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長谷川広商店［さいたま市］

越谷小売酒販組合 三郷支部

カッパドキア ドネルケバブ

ときわ［行田市］

グレイト橋本酒店

おつまみチャーシュー、おつまみ 東京トンテキ、
小松菜しお焼きそば、
牛スジ煮込み、スブラキ（魚の炭焼き）、ギリ 牛串焼き、上タン塩、イカ焼き
アヒージョ、チーズステーキ メンマ、まかない丼（チャーシュー オムフランク、
ドリンク、
カジュ シャワイン、ギリシャスパーク
丼）、生ビール、
ソフトドリンク
リングウォーター
ッタ(果実のジュース)

生ビール、
ウィンナー、
ラムネ・ジュース、せんべい
イタリア食堂 ｎｏｎｏ

三郷ミートソースパスタ、
生ハム、サングリアワイン

小松菜チヂミ、ホットク、
トッポギ、ヤンニョムチキン
ビストロ マルシェ

嶽キミ
（とうもろこし）天ぷら、 南房総やきそば、
じゃがバター、牛すじ煮込み、
生ビール、ノンアルコールビール、 さざえのつぼ煮、浜焼き貝
手羽先の袋焼き、枝豆、
生ビール
他ドリンク

チキンと小松菜のホットサンド、 揚スティック
（11種類）、
ローストビーフ、
特製小松菜煎餅
ワイン（赤、白、スパークリング）

沖縄きしみ〜る

Lacheln〜レッヒェルン〜

居酒屋きんぎょ

ふく天

南蛮島のダイニング

アトリエダーシャ 戸ヶ崎店

マドレーヌ、
レーズンサンド、 サーターアンダギー、沖縄ぜ ハーブソーセージ、ヒューガ
んざい、
タコスえびせん、
フロランタン
ルデンホワイト、だいだいエ
かき氷
ール他
台湾かき氷

G

総合案内・救護室

三郷産小松菜入り牛ホルモ リブステーキ、焼きそば
ン焼きそば、
フランクフルト、
かき氷

日本酒、
リキュール、日本酒カクテル メロン、
スイカ、焼きトウモロ
炭火串焼き(牛串、豚串、焼き鳥)、コシ、
わたあめ
茨城ホルモン煮込み

もちもちポテト
（トッピングあ 秋光天丼、秋光天丼(ミニ)、 生ビール、ハイボール、
とり天盛、海老の串揚げ天ぷら、ノンアルコールカクテル
り）、ハーブソーセージ、
レモンサワー
肉串焼き、からあげ
バターチキンカレー、キーマ 岩槻ねぎの塩焼きそば、から におどり、におどりカクテル
カレー、
タンドリーチキン、 揚げ、生ビール
ナン、
ドリンク

わらび餅、赤飯、みたらし団子 キーマカレー、伝説のリゾット、カレーパン、
アイスクリームコ ケバブサンド、
行田ゼリーフライ
ソフトドリンク、サワー各種 ッペパン、パリパリチーズ、 おつまみケバブ、ロングポテト
生ビール
つけめん さなだ
チャーシュー、味玉＆メンマ、
ネギチャーシュー(数量限定)、
お土産冷凍つけめん、

ウーロンハイ、バイスサワー

茶茶

冷凍フルーツアイス、
アイス
最中、
りんごあめ、
チョコバナナ

酒市場ヤマト 三郷店

生ビール、ハイボール、
クラフトビール、
ソフトドリンク
三郷煎餅

せんべい、あられ、
揚せんべい

居酒屋 からっ風

名古屋風手羽先から揚、
玉コンニャク、
生ビール、チューハイ他
茶房「蓬生」

レインボー

歌琉多コーポレーション［東松山市］

焼き団子（6種類）、
和菓子（10種類）

Ｂ級グルメ参戦の東松山名
物「味噌だれ焼きとり」各種

肉の万世［秋葉原］

みさとのパン工房SAKURA

生ビール、
レモンサワー、ハ
イボール、
ソフトドリンク、
ホットスナック、枝豆
三郷市くらしの会

小松菜入りコロッケ

三郷市とれたて野菜直売所 べじ太くん

手焼きせんべい、
あげもち、 万カツサンド、ハンバーグサ メロンパンチョコラスク、羽つ 野菜の販売（なす、きゅうり、
炭酸割りざくろ酢(果実入り) ンド、ボリュ−ムヒレカツサ きカレーパン、塩バターロー 枝豆等）、
ンド、飲料
ル
こども向けヨーヨーすくい

スカイ ガーデンズ キッチン

ファーストキッチン マルエツ三郷中央店

ピザーラ三郷店

やきとり うねめ

ＵＭＡＭＩ食堂 捷の詩

くいものや旬

串焼き各種、
ロングポテト、 フライドチキン、
フランクフル ピザ、串焼からあげ、
チュロス、たこ焼き、かき氷、 ト、甘海老のから揚げ、
ソフトドリンク、生ビール
かき氷、生ビール
けずりイチゴ

浅草もんじゃころっけ［浅草］
肉の鳥松
もんじゃころっけ（プレーン・チー かき氷
ズ・明太子・明太もちチーズ）、
からくり揚げ(エビ・チーズ)
加藤牧場［日高市］

やきとり屋さんのチキンカレー 豚肉みそ焼き、豚肉みそ煮込 果物たっぷりＭＩＸハイ、 ジェラートアイス各種
み、ビール、サワー、
ライス、もつ煮込、
果物たっぷりＭＩＸジュース
ソフトドリンク
生ホッピー
(ブドウ＆柑橘系がゴロゴロ)

桜会

冷凍いちご（練乳orサイダー）、
野菜

和菓子 埼玉屋南雲

JAさいかつ
焼きとうもろこし、
自家製トマト
白玉あんみつ、麩まんじゅう、
ソースのソーセージ、野菜や果物
水まんじゅう
を使ったジェラート(ベジラート)
※内容については変更になる場合がございます。

