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『音楽で感動の涙を！』をコンセプトにした
生の歌声と朗読劇を融合させた新感覚“ミュージックライブリーディング”イベント

『泣きがたりライブ～郷愁～』
たまには、ふるさとを想い出してみませんか？
2016 年 3 月 15 日（火）開催決定！
JTB グループの様々なコミュニケーションサービスを提供する株式会社 JTB コミュニケーションズ
（東京都品川区 代表取締役社長：坂本典幸）は、
『音楽で感動の涙を！』をコンセプトにした、新感覚
“ミュージックライブリーディング”イベント『泣きがたりライブ～郷愁～』を 2016 年 3 月 15 日（火）
に開催します。
今回で 3 回目迎える『泣きがたりライブ（JTB MUSIC 主催）
』は、「声の力」「歌の力」で感動を届
け、涙を誘う音楽イベントとして各地で開催をしてまいりました。今回は脚本家の酒井直行氏監修の元、
「たまには、ふるさとを想い出してみませんか？」をテーマに、新感覚の“ミュージックライブリーデ
ィング”に挑戦します。生の歌声と印象的な朗読劇が融合し、奇跡と感動の瞬間に立ち合える空間を創
り出す構成となっています。
“ミュージックライブリーディング”を形成する大切なファクターである歌声を披露するのは、『あ
たたかくて、力強い歌声』そんな言葉が一番ピッタリなアーティスト「谷本賢一郎」や、エモーショナ
ルなボーカルと奏でるピアノから生まれるプリズムのように光り輝く多彩な才能を持つシンガーソン
グライター「澤田かおり」、さらには『音楽で世の中に笑顔と感動を届けます！』というコンセプトの
元、その世界観を豊かなハーモニーで表現する女性ボーカルグループ「Ring-Trip」です。
また、朗読を担当するのは、声優とアイドルを両立するハイブリッドユニットⅰ☆Ris から特別ゲス
ト「久保田未夢」を迎え、若手の実力派声優として成長著しい「酒井俊輔」
、
「和井みずき」が作品に華
を添えます。
JTB コミュニケーションズが展開する音楽レーベル JTB MUSIC は、今後も“ミュージックライブ
リーディング”イベントを通して、皆さまに多くの感動を届けます。どうぞ、ご期待ください。

＜報道関係の方からの問い合わせ先＞
JTB 広報室 ０３－５７９６－５８３３
＜一般のお客様からの問い合わせ先＞
JTB コミュニケーションズ事業開発２局 ０３－５４３４－８２７４
担当：井上、横田、貞富

【イベント開催概要】
■名称：泣きがたりライブ ～郷愁～
■開催日時：2016 年 3 月 15 日（火）開場 18：00～ 開演：18：30～
■会場：豊洲文化センター

シビックセンターホール

東京都江東区豊洲 2 丁目 2 番 18 号 豊洲シビックセンター5F
■出演：谷本賢一郎、澤田かおり、Ring-Trip、酒井俊輔、和井みずき
久保田未夢（特別ゲスト）
■入場料：前売 3,800 円（税込） 当日 4,300 円（税込）※全席指定
■プレイガイド：JTB エンタメチケットにて 2016 年 2 月 11 日（木・祝）午前 10 時から販売開始
【電話】0570-03-0311（10：00～18：00）
【店頭】JTB 各支店・提携店
【インターネット】http://www.jtb.co.jp/ticket/
■公式ホームページ：http://nakigatari.com/
■主催：JTB MUSIC
■企画・制作：株式会社 JTB コミュニケーションズ
■協力：株式会社 mai ミュージック、株式会社ハッツアンリミテッド、
JTB エンタテインメント
■問い合わせ：株式会社 JTB コミュニケーションズ 03-5434-8274（10：00～18：00）
■関連情報：2016 年 3 月 19 日（土）アイプラザ一宮にて『泣きがたりライブ~郷愁~』開催予定
※詳しくは泣きがたりライブ公式ホームページ、もしくは
アイプラザ一宮（0586-77-6612）へお問い合わせください。
※「久保田未夢」に代わり「山口立花子」が出演します

【出演アーティスト一覧】
■谷本賢一郎
『あたたかくて、⼒強い歌声』そんな⾔葉が⼀番ピッタリな歌⼿。1974 年兵庫県に
⽣まれ、歌⼿を目指し 2000 年に上京。2004 年から 2014 年 3⽉まで、社会風刺コン
ト集団ザ・ニュースペーパーに在籍し、舞台を中⼼に⽇本全国で活動する。2008 年
11⽉には、ソロ歌⼿としてシングル『⻘空』でメジャーデビュー。2011 年 6⽉セカ
ンドシングル『なまえ／うんじゅぬ島』を発売。2014 年 4⽉には独⽴を果たし、⾃
身の所属事務所「mai ミュージック」を設⽴。同年 7⽉にファーストアルバム「な
まえ」を発売。親から子への想いを歌ったアルバム同名曲「なまえ」を代表曲に、
世代を超えた“愛”をテーマに、みんなが笑顔になれるコンサートを展開している。
現在、NHK E テレ『フックブックロー』に平積傑作役として出演中。
●ファーストアルバム「なまえ」
（MITK-0001）
●http://uemura-kanae.com/

■澤田かおり
米ワシントン州シアトル生まれ。東京・杉並区育ち。桐朋女子高等学校作曲専攻
卒業。2005 年に渡米、NY ブルックリン音楽院にてヴォーカルレッスンの受講を経
て、バークリー音楽院入学。学内有数の声楽科選抜コンサートに日本人初のソロヴ
ォーカリストとして選出される。また在学中から中孝介、柴咲コウ、帰国後に MISIA
などに楽曲を提供するほか、ユニクロや伊藤園など CM 楽曲を多数手掛け、2011 年
東芝「LED10 年カレンダー」CM がテレビ広告電通賞ほかを獲得。一躍注目を浴び
る。12 年にインディーズレーベルから、AL『PRISM』をリリース。翌年 MISIA、
14 年に井上陽水の「氷の世界」ツアー、15 年「COVERS２」ツアーの一部にコー
ラス参加。14 年 1 月 Sg『I'm home.』をコンサート会場と配信のみで発売。
2015 年 1 月 Sg『幸せの種』にてメジャーデビュー。11 月に現代のキャロルキング
をイメージさせる待望の Major First Album『Songｗriter』をリリース。2016 年４
月には渋谷 duo music exchange、心斎橋 BIG CAT でのワンマンライブを控えてい
る。エモーショナルなボーカルと奏でるピアノから生まれるプリズムのように光り
輝く多彩な才能に、いま最も注目される女性アーティストのひとり。
●http://kaorisawada.com/

■Ring-Trip
JTB MUSIC 専属の第一弾アーティストであり、旅のアイドルボーカルグループ。
「“日本を元気に!地域を元気に!音楽で交流を!”
」というグループキャッチコピーと、
「音楽で、世の中に笑顔と感動を届けます！」という JTB MUSIC のコンセプトの
元、旅のアイドルとして、地域交流・観光振興・旅行促進をフックにした様々な活
動を精力的に行っています。「Ring-Trip」というグループ名は、音楽の力で交流の
輪（Ring）と旅すること（Trip）の素晴らしさを広めていきたいという願いを込め
てつけらました。Ring-Trip は、JTB MUSIC が目指す「音楽コンテンツによる地域
および観光振興・旅行促進」を具現化すべく、新しい音楽レーベル事業の担い手と
して、今後も精力的な活動をすすめてまいります。
○2014 年 4 月 1st シングル「風のメタモルフォーゼ」リリース
○2014 年 9 月 2nd シングル「LIFE GOES ON ! / もう一度、もう一度、もう一度」
リリース
○2015 年 3 月 3rd シングル「旅のススメ～Let’s make a journey together !」
リリース
○2015 年 11 月 1st アルバム「Bon Voyage」リリース
○2015 年 12 月 4th シングル「634 LOVERS/やさしい光」リリース
●http://ring-trip.com/

【出演声優一覧】
■久保田未夢＜特別ゲスト＞
声優とアイドルを両立するハイブリッドユニット i☆Ris のメンバー。
2012 年 7 月「アニソン・ヴォーカルオーディション」合格者 6 人でⅰ☆Ris 結成。
2012 年 11 月 7 日、アニメ「バトルスピリッツ ソードアイズ」ED テーマ「Color」で
CD デビュー。
2014 年 7 月に放送スタートする TV アニメ「プリパラ」にメンバー全員が主要キャストに。
2015 年 4 月 1st アルバム「We are i☆Ris!!!」をリリースし、初の 5 大都市ツアーを行い、
ファイナルの Zepp Tokyo は SOLD OUT。
2015 年 8 月「アニメロサマーライブ 2015～THE GATE～」に出演。
2015 年 11 月 3rd Anniversary Live を豊洲 PIT は SOLD OUT。
2016 年 2 月 11thｈシングル「Goin'on」をリリース。
2016 年 4 月 2nd アルバムリリース・2 度目の全国ツアーをスタートさせる。

■酒井俊輔
JTB エンタテインメント所属
TBS「だがしかし」森永ラムネ
TOKYO MX「GANGSTA.」
TOKYO MX「ミリオンドール」ましゅ麻呂
TBS「俺、ツインテールになります。
」
TBS「僕らはみんな河合荘」田神
TBS「城下町のダンデライオン」武田
TOKYO MX「ISUCA」大久保尚哉
テレビ東京「GON」角シカ
他多数

■和井みずき
JTB エンタテインメント所属
日本大学藝術学部演劇学科演技コース卒業。演劇学科首席。卒業時に日本大学
優秀賞を受賞。在学中にスカウトを受け、ヒーローショーのお姉さんとしての
活動も開始する。各種子ども向け番組・アニメのショーにおいて MC を担当。
2015 年度に開催された、人気アプリゲーム「チェインクロニクル」の新キャラク
ター声優を決める「チェンクロボイスオーディション」にて、2000 名を超える
応募者の中から 6 名のグランプリに選出。以後、本格的に声優としての活動を
始める。出演作品…「チェインクロニクル」壱領忍衆マトイ、
「ケイオスドラゴン
混沌戦争」
、舞台「ロミオ&ジュリエット」
、舞台「幕末純情伝」 他多数

■山口立花子 ※アイプラザ一宮（2016 年 3 月 19 日開催）出演
JTB エンタテインメント所属
TOKYO MX「ばくおん!!」三ノ輪聖
AT-X「ダイヤの A SS」藤原貴子
テレビ東京「ゆるゆり さん☆ハイ!」出崎貴音
TBS「ランス・アンド・マスクス」フランソワ・ミン
TOKYO MX「ガンダムさん」フラウさん
GREE「アイドルマスター ミリオンライブ！」百瀬莉緒
アニマックス「レゴ フレンズ ～とのだちキラキラ！ものがたり～」ステファニー
TBS「銃皇無尽のファフニール」篠宮遥
東京スカイツリー公式キャラクター「テッペンペン」
他多数

