
Being deeply connected to a place.
NOHGA HOTEL cherishes the fantastic experiences that are created from that.
S ince i t  opened i t s doors in November 2018, the NOHGA HOTEL has del ivered 
unforgettable moments that will remain in the hearts of its guests forever, experiences 
made possible only by the locals and this community.We will continue to create new 
experiences for our guests while keeping in step with our community, honoring and 
protecting the heritage.

TE L  0 3 -5 816- 0 211
東京都台東区東上野２丁目２１－１０

その地域と深くつながること。そこから生まれる素敵な経験をノーガホテルは大切にします。
ノーガホテルは2018年11月の開業から、地域の方 と々共に、この地域でしか経験できない、心に残り続ける瞬間をゲス
トの皆さまに届けてまいりました。これからも、地域とともに歩みながら、この地域が守ってきた文化を継承しつつ、皆さ
まに新たな体験を創造し続けてまいります。
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EVENT SCHEDULE & ART ISTS

EVENT INFORMATION

Time

Place

Charge

18:0 0 -  21:0 0

NOHGA HOTEL UENO / B i s t ro NOHGA

Ent rance F ree

ABOUT

first week

01
stage

11 / 01_fri Kenichiro Nishihara  with  Tamala

02
stage

11 / 02_sat Tamala

11 / 03_sun Mizuki Kamata

( P i kc & L i ps )

(  No r i ko Kose )

(  No r i ko Kose )

(  Ak i h i ko O hg i  )

(  I o r i  K i mu ra )

(  No r i masa Sakanosh i ta )
(  Takum i Ma t sumu ra )

11 / 09_sat ピクリブ

東京都台東区東上野２丁目２１－１０

1ドリンク以上のご注文をお願いいたします。

イベントについて

イベント情報

スケジュール & 出演アーティスト

2nd week

03
stage

04
stage

05
stage

3rd week

11 / 10_sun 巨勢 典子

06
stage 11 / 16_sat 木村 イオリ

11 / 17_sun Yusuke Nakamura

11 / 23_sat 坂ノ下 典正
松村 拓海

07
stage

08
stage

4th week11 / 24_sun Fontana Fo l le

1ST ANNIVERSARY LOUNGE

11 / 30_sat 巨勢 典子

09
stage

5th week

12 / 01_sun 仰木 亮彦

10
stagestage

11
stage

NOHGA HOTEL UENO開業一周年を記念いたしまして、１１月１日のKenichiro Nishihara DJ & ライブを皮切りに、独
自のセレクト・キュレーションによるアーティストたちのライブイベントを開催いたします。Kenichiro Nishiharaをはじ
め、地元のアーティスト、さらにワールドワイドに活躍する音楽家たちがNOHGA HOTEL UENOのスペシャルライブに出
演いたします。ピアノソロ、楽器デュオ、ヴォーカルからバンド、DJまで色とりどりのジャンル・形態によるこの場限りの演
奏と、演出を準備しております。NOHGA HOTEL UENOでしか体験できないこのイベントを、お食事、ドリンクとご一緒
にどうぞ皆さまお楽しみいただければ幸いです。

To celebrate one year from opening our doors, we proudly present you First Anniversary 
Lounge at NOHGA HOTEL UENO.Along with Kenichiro Nishihara's l ive DJ, enjoy the 
performance with his "curated" group of artists. Starting off with Kenichiro's DJ, various 
genres of music will be performed by  pianists, an instrumental duo, live singers, and 
others.Do not forget to indulge yourself with food and drinks prepared by our own kitchen, 
Bistro NOHGA, to accompany the performance.

日本、中国、台湾、北欧など、1500以上ものライブを重ねるネオソウルシンガー。日本人離れした気品漂う独特な
歌声は、R&BレジェンドErykah Baduに例えられるほど。奈良県出身。日本の古典芸能である哥沢の家系に生ま
れ、親族の多くが三味線奏者、叔母は故・三波春夫のバックコーラス、母は元シンガーソングライター。幼少期より
Oscar Peterson、 Astrud Gilbertoを子守唄代わりに聴いて育ち、jazz、ボサノヴァ、R&Bに親しむ。初めて購入し
たアルバムがごく初期のネオソウル、そこからネオソウル一筋となり自身でも「それらに迫る音楽を創造したい」と
思い始める。オリジナル曲を創り始め、mabanua（参加曲「Him feat.Tamala」iTunes Store HIPHOPチャート３
位）、Kenichiro Nishiharaの作品に参加。Kenichiro Nishiharaプロデュースによる自身のアルバム「Cosmology」
はiTunes R&Bチャート最高10位を記録。Giles PetersonがDJをつとめるイギリスのBBC Radio1に異例のピック
アップ、Studio Apartment楽曲オーディションにて約800名の中から4名に与えられる優秀賞を獲得、高橋幸宏
が審査員をつとめたFred Perry楽曲コンテストにて応募総数1609曲の中から受賞曲として選ばれる。

Tamala

独特のグルーヴのギターと共に紡ぎ出される歌声は、
ソウルミュージックやブルースからの影響を強く感じさせる。
都内を中心に、演奏があれば全国どこへでも旅してゆく。
老若男女、国籍をも問わず、観る人の生命力を沸き立たせるパフォーマンス。
なりふりかまわず音に身を任せる姿に、聴く者全てが魅了される。

M izuk i  Kamata

( P ick & L i ps )

(  No r i ko Kose ) (  Ak i h i ko O hg i  )

(  Takum i Ma t sumu ra )

(  I o r i  K i mu ra )

ピクリブ
フクムラ サトシ(ソプラノサックス )と、河野 文彦( ギター )のデュオ・ユニット。
2006年の結成以来、「世代を超えて愛される名曲を美しい音色で」をテーマに活動。
ユニット名の「ピクリプ」はギターを弾く"ピック"とサックスを吹く"リップ"をかけあわせている。
これまでライブ、コンサートのほかにカフェ、レストラン、ワイナリー、ファッション・ショーなど、
様々な場所で演奏を重ねる。
また、2人はスクリーントーンズのメンバーとして、
TVドラマ「孤独のグルメ」などの劇伴の作曲、演奏を手がけている。

作曲家・ピアニスト。
2005年Nujabesの「reflectiom eternel」に「I miss you」がサンプリングされ、
世界的に知られることとなる。
NHK BS「ニッポンの里山」、NHKスペシャルの音楽を始め、テレビ・映画・ミュージカル等の音楽を制作。
朗読・落語・他ミュージシャンとのコラボレーションも多数。
2019年20枚目のアルバム「sonority」リリース。
公式ウェブサイト　http://kosenoriko.com/

巨勢 典子

ジャズを中心に、様々なジャンルで活躍するピアニスト・キーボーディスト、作編曲家。青森市出身。2008年、
ジャズバンド "bohemianvoodoo" を結成。
代表曲 "Adria Blue"のMusic VideoはYouTube 約300万回再生を記録し、第14回 東京JAZZ出演、
Nissan Presents Jazz Japan Award 2017 受賞、singapore international festival of arts 2018 出演、
Blue Note Tokyo ワンマンライブ Sold Out 等の活躍を見せる。
同バンドの他、ピアノ・トリオ "PRIMITIVE ART ORCHESTRA”や、自身のソロ・プロジェクト、他ジャンルの
アーティストやダンサーとのコラボレーションなど多方面で活躍し、その情熱的な演奏と、メロディアスな中
に情緒を感じさせる曲作りで国内外から注目を集めている。
2018年からソロ・ピアノによる全国ツアー、DJとしての活動をスタート。

木村 イオリ

1976年生まれ。幼少時からピアノの習得を勧められる。高校でクラシックギターに触れ、セゴビアやタレガなど
の近代音楽に傾倒。大学卒業後拠点を東京に移し、ジャズ、ボサノヴァ、ポップス、即興など多種多様なジャンル
で演奏。映像や絵画、舞踏、朗読、料理など、他表現とのコラボレーションも。東京アートシーンで活動中の
"Echostics"名義では、作曲・アレンジを担当。雑誌ecocolo主催の「WordsGarden」、Art Re-public Tokyo主催
の「創造公園渋谷」、ドキュメンタリー映画祭「DOCU Memento」など、多数アート系イベントに参加。7弦ギター
での演奏を基軸に、都内に留まらず、全国各地で活動中。「Someone’s Garden Records」より、Solo Guitar作
品、「Actual Relief (‘09)」、「Meditation(‘10)」、「Horizon(‘13)」、Echostics名義で「Someone’s Garden(‘11)」をリ
リース。レーベル「Weiss」より「都市の目覚め(16)」をリリース。Sound of Kula、haruka nakamura LABO、松村
拓海Duologue、n umaとの共同作品、畠山美由紀15th anniversary live、BEAU PAYSAGE CD Bookなど、多数
レコーディングセッションに参加。TVやFMを始め、各地の居心地良い場所・環境で楽曲が使用されている。

坂ノ下 典正

フルーティスト・作曲家。リーダーユニット"+81"の他、主な参加バンド、共演者は 「Kenn ich i ro 
Nishihara」、「菊地雅晃」、「菅原慎一」、「港大尋」、「1983」、「俺はこんなもんじゃない」、「nariiki」 など。
TVやCM音楽の演奏や制作、ジャンルを問わず様々なアーティスト作品に参加、レッスンやワークショップ
などの活動にも力を注ぐ。2015年から2018年Kenichiro Nishiharaの韓国ツアー、中国ツアーに同行しソロ
ステージも好評を得る。

2015年 8月 1st Album「Duologue」をリリース。
2016年12月 再春館製薬ドモホルンリンクルTVCM楽曲提供
2017年 5月 2nd Album「+81」をリリース

松村 拓海

Fontana Fo l le

2016年結成。新世代の「Tokyo」City Jazz Popを体現するバンド。
メンバーはAlvin(Vo)、 イイダリュウジ(Gt)、 Yuki Lee(Ba)の３人。ブラジル音楽をベースに、ポップスとジャ
ズを融合した独自のサウンドを築く。
名門バークリー音楽大学で作曲を専攻し、ブラジルにてNelson Fariaにギター奏法を師事したイイダリュウ
ジの洗練されたサウンドを軸に、インドネシア人ボーカルAlvinの温かさと透明感に満ちた歌声、Yuki Leeの
繊細なベース技術が光る。

1983年、東京、谷中生まれ千駄木育ち。 在日ファンクのギター、作詞作曲担当。 
シンガーソングライターとして地元を拠点 にした活動も展開している。

メンバー
仰木亮彦（Vo,Gt)、岩見継吾(Ba)、ShogunBeatz (Finger Drum、MPC)

仰木 亮彦

Yusuke Nakamu ra

( No r i masa Sakanosh i ta )

日本の作曲家、音楽プロデューサー。2008年、BLU-SWINGのメンバーとして日本コロムビアよりメジャーデ
ビュー。スクウェア・エニックス「メビウス・ファイナルファンタジ」、資生堂コーポレートビジュアル音楽、
GINZA SIX銀座大食堂CM、チョーヤ梅酒CM、KDDI au design project、SUZUKI等、様々なメデイアで
音楽を担当。リミキサー、アレンジャーとして忌野清志郎、TLC、Earth,Wind & Fire、倖田來未、GACKT、東
京女子流の作品に参加するなど、ジャンルを超越して多彩な作品を発表している。2012年からはロンドン・
ロイヤル・オペラ・ハウスのコンサートマスター、ヴァイオリニスト「ヴァスコ ヴァッシレフ」のサポートキー
ボードを務めるなど演奏家としても活動。ソロ活動は、鍵盤演奏にフィンガードラミングをミックスした独自
のソロパフォーマンスを行う一方、前衛的でありながらジャズ、ソウル、エレクトロニクスを綿密に融合した
作風で、2014年に1stアルバム"ONN"を、2016年に2ndアルバム"SN"をIRMArecords(イタリア)よりリリー
ス。2018年、Kan Sano、Ippei(SANABAGUN.)らとLast Electroとして活動を開始。

Ken ich i ro N i sh iha ra
96年よりファッションを中心に幅広い分野の音楽プロデュースを手掛け、現在も東京コレクション・パリ
コレクションといったショーをはじめ、GinzaSixやHermes銀座店内シャンパンバー等の店舗内サウンド
ディレクションを手掛けている。自身の作品としては1st「Humming Jazz」(2008) が、Billboard JAPAN 
Jazz Artist of the Year 2009 / 優秀ジャズアーティスト賞にノミネートされる等、一躍シーンの中心に
登場し、その後の作品も国内外にてヒットを記録。2018年にはデビュー10周年を迎え、ベストミックス&リ
ミックスアルバム「Kaleidoscope Suite」をリリースし、JAZZを中心としたDJスタイルやバンドセットで
国内外のイベントやフェスに数多く出演している。今年の２月にはアジアツアーを共にしたMichael 
KanekoをはじめSIRUP、MARTER、Sam Ock、Substantialなど国内外のアーティスト達をフィーチャ
リングしたNEW ALBUM「Elastic Afterwords」をリリースし、iTunesジャズチャートにてアルバム・ソン
グ部門共に１位を獲得。

We kindly ask guests to order more than one drink per person.


