Nov. 2004
いつもTABギタースクールをご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。めっきり肌寒くなりましたが、皆さま風邪などひかれていませんでしょう
か？さて本ニュースでは、山口から静岡まで広範囲に回る打田の 秋のソロ・ツアー のご案内から、新発売の『ブルース・ギターの常套句 生！２』な
ど新入荷商品のご紹介…ほか諸々の情報を掲載いたしました。皆さまのご注文、
ライヴご来場を心よりお待ちしております。

打田十紀夫 秋のソロ・ツアー
2004/11/13〜11/19
★大ヒット作の続編DVD『ブルース・ギターの常套句生！
２』
が新発売の打田十紀夫の秋のソロ・ツアーです。今回は、
山口県から静岡県まで広範囲に回ります！初めて伺うとこ
ろも何カ所かあります。アコースティック・ギター、
リゾネーター・
ギターなど、数本のギターを担いで回ります。楽しく、
エキサ
イティングなステージを披露いたします。皆様のご来場、
心よ
りお待ちしております！
！
！

※前売りチケットのお申し込み・ご予約は、
各お問い合せ先までお願いします。

TABギタースクール

11/13（土）

豊川 Resort Dining Style KAPPA
愛知県豊川市国府町岡本 112 Tel：0533-88-3083
■Open 18 : 30 Start 19 : 30
■前売りのみ ¥3,500（１ドリンク＆軽食付き）（税込み）

★豊川にある、
こだわりのリゾートスタイルのダイニングバーKAPPAさんでの４度目のライヴです。
アットホームな素敵な空間のお店で、
打田も大のお気に入りです。なお当日は、地元のお祭りの
ため国府市民館でも昼の13:00より40〜50 分ほど演奏する予定です。

11/14（日）

倉敷 倉敷音楽舘 （応演：根岸静之）
岡山県倉敷市羽島 647-16 Tel：086-434-2723
■Open 17 : 30 Start 18 : 00
■前売り ¥2,500／当日 ¥2,800 （税込み）

★音楽ファンの集う名門ライヴハウス倉敷音楽館さんでの、昨年に続いて２回目のライヴです。
カントリー・ブルース、
ラグタイム、
ボトルネック、
オープン・チューニング曲など、
アコースティック・ギター
音楽の神髄を存分に披露いたします。皆さんのご来場、
お待ちしています！

11/16（火）

宇部 サザンクロス
山口県宇部市相生町 3-5 Tel：0836-35-1818 中村さん
■Open 19 : 30 Start 20 : 00
■前売り ¥2,000／当日 ¥2,500 （税込み、要１ドリンク・オーダー）

★なんと山口県初登場です！カントリー・ブルース、
ラグタイム、
ボトルネック、
オープン・チューニン
グ曲など、
アコースティック・ギター音楽の神髄を存分に披露いたします。宇部の皆さん、近郊の
皆様、是非この機会に打田の生パフォーマンスをご覧になってください。お待ちしています！

11/17（水）

東広島 mondo cafe
広島県東広島市西条岡町 4-14 石井ビル2F Tel：090-8994-8702 西岡さん
■Open 20 : 00 Start 20 : 30
■前売り ¥2,000／当日 ¥2,500 （税込み、要１ドリンク・オーダー）

★東広島市、
初登場！もちろんmonda cafeさんにも初登場！お世話になります。
カントリー・ブルー
ス、
ラグタイム、
ボトルネック、
オープン・チューニング曲など、
アコースティック・ギター音楽の神髄を
存分に披露いたします。是非この機会に打田の生パフォーマンスをご覧になってください。

11/18（木）

打田十紀夫＆浜田隆史
ジョイント・ライヴ
Blues & Ragtime Guitar

福山 スガナミ楽器 福山店
広島県福山市東桜町 7-1 Tel：084-923-6150 堀さん
■Open 18 : 30 Start 19 : 00
■前売り ¥2,500／当日 ¥3,000 （税込み）

★福山市、
初登場！スガナミ楽器さんにお世話になります。
カントリー・ブルース、
ラグタイム、
ボトル
ネック、
オープン・チューニング曲など、
アコースティック・ギター音楽の神髄を存分に披露いたしま
す。是非この機会に打田の生パフォーマンスをご覧になってください。

11/19（金）

静岡 VELVETSOUND
静岡県静岡市長沼 985-5 Tel：054-264-9696
■Open 19 : 00 Start 19 : 30
■前売り ¥2,500／当日 ¥3,000 （税込み）

★音楽ファンの強い味方VELVETSOUNDさんのホールでの３度目のライヴです。
この日が、
こ
のツアーの最終日。カントリー・ブルース、
ラグタイム、
ボトルネック、
オープン・チューニング曲など、
アコースティック・ギター音楽の神髄を存分に披露いたします。

12/3（金）

新宿区曙橋 Back In Town
東京都新宿区住吉町 3-2 第２山田ビル B1 Tel：03-3353-4655
■Open 18 : 00 Start 19 : 30
TAB 前売り
■料金 ¥3,150 （税込み、要オーダー）

★昨年大好評だった、北海道の 超絶ラグタイム・ギタリスト 浜田隆史とのジョイント・ライヴです！
ブルース＆ラグタイム をはじめ、
アコースティック・ギターの醍醐味を存分に楽しんでいただきます 。
前売りチケットはTAB通販、TABホームページのネットショップで購入できます。

＝ ライヴの前売りチケット販売について ＝
TAB 前売り マークのあるライヴは、TAB 通販で前売りチケッ
トをお求めいただけます。郵便振替でご送金ください。チケットの
みのお申し込みに送料は不要です（郵送にて前売りチケットをお
送りいたします）。他の商品とご一緒に注文される場合は、通常
の通販と同様です
（代金引換もご利用いただけます）。また、TAB
ホームページよりインターネットでもお申込みいただけます。

■お待たせしました！あの『ブルース・ギターの常套句 生！』の待望の続編 DVDがついに新発売！
！
！

80ページ
タブ譜付き!!

『ブルース・ギターの常套句 生！２』インストラクター：打田十紀夫
★1997 年に発売されて以来、驚異的なロングセラーを誇る『ブルース・ギターの常套句生！』。皆様からの熱いリク
エストにお応えした続編DVDの登場です！第一弾で紹介できなかったスタイルや、皆様から反響の声が多かった
スタイルなど、過去の偉大なカントリー・ブルースマン達の多様なスタイルを28パターンの練習曲（すべてフィンガー・
ピッキングによるソロ）
に凝縮しました。前作同様、演奏シーンを主体とした構成ですので、
完全コピー譜を見ながら
1曲ずつ時間をかけてマスターするつもりで挑んでください。
＝DVD／カラー／52分（＋マルチアングル39分）／完全コピー・タブ譜（80頁小冊子）付き＝
< Rittor-1005DVD > 税込価格 ￥3,465（税抜価格 ￥3,300）
＝ CONTENTS ＝
●デモ演奏 「サンクス・
トゥ・ステファン」

● PART 4

【練習曲 ８】
「バイバイ・ベイビー・ブルース」

【練習曲 17】

【練習曲 ９】

● PART 1
ダウンホーム・アコースティック・ブルース

「テキサス・コネクション・ブルース」
【練習曲 10】

【練習曲 １】

「ゴーイン・ダウン・スロー」

「ヘンリー・
トーマス・フィッシング」

【練習曲 11】

【練習曲 ２】

「ライトニンズ・シャッフル」

「パレット・オン・ユア・フロア」
【練習曲 ３】

ミシシッピー・デルタ・ブルース
【練習曲 12】

「ボーズ・ツイスター・ブルース」

「ロンサム・ジャクソン・ブルース」

【練習曲 ５】
「ママ・レット・ミー・レイ・イット・オン・ユー」
【練習曲 ６】

【練習曲 13】
「トミーズ・
ドライヴィング・ブルース・イン・Ｄ」
【練習曲 14】

「トリビュート・
トゥ・クリフォード・ギブソン」

「マクレナンズ・ブルース」
【練習曲 15】

● PART 2
テキサス・カントリー・ブルース

「デルタ・
トラディション・イン・Ａ」
【練習曲 16】

【練習曲 ７】
「レモンズ・ブギ」

「ムーアズ・ラグ・イン・Ｃ」
【練習曲 18】
「サウス・カロライナ・ラグ」
【練習曲 19】

「ロバーツ・ブルース・イン・Ａ」

【練習曲 25】
「カモン・イン・マイ・キッチン」

「ビッグ・ビルズ・ストンプ」
【練習曲 20】

●PART 3

「ファリーズ・クロウ・ジェイン」
【練習曲 ４】

ラグタイム・ブルース

【練習曲 26】
「ボー・ウィーヴィルズ・スライド・ブルース・イン・Ｇ」

「ザット・ウィル・ネヴァー・ハプン・ノー・モア」
【練習曲 21】

● PART 6

「ゲイリーズ・ラギン・ブルース・イン・Ｅ」
● PART 5

ソフィスティケイティド・ブルース
【練習曲 27】
「独りの夜道」

ボトルネック・ブルース・ギター
【練習曲 22】

【練習曲 28】
「ロニーズ・ミスティーク」

「スライド・ブルース・フォー・エルモア」
【練習曲 23】
「パットンズ・スプーンフル」
【練習曲 24】
「フレッズ・モーダル・スライディング」

●番外編 裏技・小物紹介
●デモ演奏 「ライトニン・イン・ミシシッピー」
●付録

使用ギター・ミニデータ集

前作 DVDも好評発売中！

『ブルース・ギターの常套句 生！』インストラクター：打田十紀夫
★１９９７年に発売された大ヒット教則DVD（発売当時はVHS）。偉大なカントリー・
ブルースマン達の多様なスタイルを28パターンの練習曲（すべてフィンガー・ピッキング
によるソロ）
に凝縮した、演奏シーンを主体とした構成です。80ページのタブ譜付き！
＝DVD／カラー／60分／完全コピー・タブ譜（80頁小冊子）付き＝
< Rittor-1003DVD > 税込価格 ￥3,045（税抜価格 ￥2,900）

インターネット通販限定

TAB通販 ワケあり特価品 セール

2004年11月4日〜9日
TABレーベルのビデオ・CD・楽譜 etc.を
驚きの価格でご提供！ 下記URLにアクセスください。

★ TABギタースクールの通信販売をご利用くださっている皆様に
とっておきの情報です。来る2004年11月4日〜9日に、第一回『イン
ターネット通販限定 ワケあり特価品 セール』を開催いたします。
あの商品、
この商品が、
あっと驚く値段でお買い求めいただけます。
以前に『ご来店限定 ワケあり特価品 セール』を開催しご好評を
いただきましたが、今回はインターネット通販限定で行います。
★ご提供商品は、流通、梱包 etc.の際に付いた多少のキズ・汚れ
のため、通常では出荷できなくなったものです。
しかし、
いずれも新
品同様で、
ご視聴やご使用にはまったく支障のないものばかりです
ので、断然お得です！

TABギタースクール・ホームページ

http://www.tab-guitar-school.co.jp/
※第一回 ワケあり特価品 セール終了後も随時開催する予定
ですので、ホームページを時折チェックしてみてください。

※通常料金の商品も販売しておりますので、
お間違いのないよう
に商品をセレクトしてください。
※ご希望の商品はお早めにお求めください。

■前回の「TABニュース Sept.2004」以降の新入荷輸入商品
＝ 教則 DVD ＝

＝ 教則CD付き楽譜集 ＝

Fingerpicking Guitar Techniques
taught by Stefan Grossman

Fingerpicking Guitar Techniques
taught by Stefan Grossman

■フィンガーピッキングの基本テクニックとレパートリーを学ぶ、
ステファン・
グロスマンによる初中級者向けの２枚組教則DVD。オルタネイティング・
ベース・スタイルを確実に身につけることのできる練習曲を、
ステファンが
フレーズごとに解説。分割画面でゆっくりの演奏も入っています。
また、
レヴァランド・ゲイリー・デイヴィス、
ライ
トニン・ホプキンス、
マンス・リプスカム、
マール・
トラヴィス、
ブラウニー・マギー、
エリザベス・コットン、
ジョン・ジャクソ
ン、
ピンク・アンダーソン、
ドック・ワトソンといった偉大なフィンガースタイル・
プレイヤーの映像も見ることができます。60ページのタブ譜付き。
【レッスン曲】< DVD 1 > : Oh Papa, Shake That Thing, Death Come Creeping, Nobody's Dirty
Business, Make Me A Pallet Of Your Floor。88 分 < DVD 2 > : Coffee Blues, Crow Jane, Oh
Mary Don't You Weep, Delia, Old Country Rock, Will The Circle Be Unbroken。82分
< GW 966/7-DVD > DVD ２枚セット ¥5,380（税込み）

Fingerpicking Blues Guitar Solos
taught by Stefan Grossman

■フィンガーピッキング・ギターで用いられる主
なキーの練習曲とオルタネイティング・ベースを
学ぶ、
ステファン・グロスマンの３枚組の教則
CD。
ミシシッピー・ジョン・ハート、
レヴァランド・ゲ
イリー・デイヴィス、
サム・マギーらのテクニックが
詳しく解説されます。初中級者向け。
【LESSON 1】
「Oh Papa」、
「Death Come
Creeping」、
サム・マギーの「Buck Dancer's
Choice」、
レヴァランド・ゲイリー・デイヴィスの
「All My Friends Are Gone」。
【 LESSON 2 】ミシシッピ・ジョン・ハートの
「Louis Collins」
「Got The Blues Can't Be
Satisfied」
「Stagolee」
「Candyman」。
【LESSON 3】レヴァランド・ゲイリー・デイヴィス
の「Candyman」
「Save Up Your Money」、
ミシシッピ・ジョン・ハートの「C.C.Rider」、
ブラインド・ボーイ
・フラーの「Truckin' My Blues Away」。
< GW 20619 > CD（３枚）付き楽譜集 ¥3,880（税込み）

■フィンガーピッキング・ブルースの名作４曲を学ぶ、
中上級者向けのス
テファン・グロスマンの教則DVD。オルタネイティング・ベース・テクニック
をすでに身につけていて、右手・左手の更なる向上を探求したい方に
最適のレッスン。各曲ともステファンがフレーズごとに詳しく解説し、分割
画面でのゆっくりの演奏も入っています。
タブ譜付き。76分
【レッスン曲】Mississippi Blues, Struttin' Rag, Glory of Love, Blues
For The Mann
< GW 968-DVD > ¥4,380（税込み）

Bottleneck Blues Guitar
taught by Stefan Grossman

Country Blues Guitar In Open Tunings
taught by Stefan Grossman
■オープン・チューニングは、
カントリー・ブルース・ギターに欠かせません。
オープン・チューニングを用いれば、
必要最小限の努力で、最大限のサ
ウンド、
リズム、音楽を生み出すことができるのです。ステファン・グロスマ
ンによるこの教則DVDでは、
オープンＧ、
オープンＤ、
クロスノート
（オープ
ンＥm）の３つのオープン・チューニングを用いたカントリー・ブルース・ナ
ンバーを学びます。各曲ともステファンがフレーズごとに詳しく解説し、
分
割画面でのゆっくりの演奏も入っています。
タブ譜付き。101分。
【レッスン曲】Open D Tuning: Vestapol, John Henry, If You Don't
Want Me ･ Open G Tuning: Working On The New Railroad, Special
Rider Blues ･ Crossnote Tuning: Hard Time Killin' Floor Blues,
I'm So Glad
< GW 969-DVD > ¥4,380（税込み）

■サン・ハウス、
ブラインド・ウィリー・マクテル、
フレッド・マクドウェル、
ブラインド・ウィリー・
ジョンソン、ハンボーン・ウィリー・ニューバーン、
マディ
・ウォーターズのボトルネック・スライド・ギ
ターのアイディアを学ぶ、
ステファン・グロスマン
の３枚組の教則 CD。中級者向け。
【LESSON 1】オープンＧチューニングで弾く
サン・ハウスの「Banty Rooster」
「One Kind
Favor」。オープンＤチューニングで弾くブライ
ンド・ウィリー・マクテルの「Wake Up Mama」。
【LESSON 2】オープンＤチューニングで弾く
フレッド・マクドウェルの「You Got To Move」
「Good Morning Little Schoolgirl」とブライ
ンド・ウィリー・ジョンソンの「God Moves On
The Water」。
【LESSON 3】オープンＧチューニングで弾く
マディ
・ウォーターズの「I Can't Be Satisfied」、
フレッド・マクドウェルの「Someday
Baby」、ハンボーン・ウィリー・ニューバーンの「Roll And Tumble」。
< GW 20493 > CD（３枚）付き楽譜集 ¥3,880（税込み）

■『エリック・ルゴッシュ＆打田十紀夫 Blues & Ragtime アコースティック・ライヴ』へのご来場ありがとうございました！
！
！
★初来日のエリック・ルゴッシュを招いてのライヴ・ツアー
（2004/9/18〜9/23）への多数
のご来場、
本当にありがとうございました。エリックは、
1984年に米ナショナル・フィンガーピッ
キング・チャンピオンを獲得した実績があり、
アメリカでは、
ダック・ベイカーやパット・
ドノヒュー
といった、
TABファンの方にはお馴染みのギタリストたちと一緒にライヴをやるなど、実力・
キャリアともにトップ・クラスのギタリストです。体が大きく見た目にも迫力があるので、まだ
見ぬ強豪 というプロレス的な表現がまさにぴったりでしたが、
実は心が優しく気さくな人
です。今回のツアーでは、
横浜、
名古屋、
大阪、
京都、
東京と回りましたが、
各会場で彼は
期待通りの素晴らしいパフォーマンスを繰り広げてくれました。
まるで２台のギターで弾い
ているような、
カウンターポイント・アレンジなどお手のもので、
あんな太い指でよくあん
な緻密なプレイができるもんだと驚きです。ボーカルも素晴らしかったです。
（↑）東京・スターパインズ・
カフェでのギター・デュオ

このツアーを共同で企画してくださいました中林貿易さま、
各会場の関係者の皆
さま、
ツアーをサポートして下さった皆さまには大変お世話になり、
この場を借りまして
御礼申し上げます。TABギタースクール・ホームページにツアーの写真を多数アップ
しましたので、
ご覧になってみてください。

新幹線ホームでの
記念写真（→）

TABギタースクール 打田十紀夫

TABギタースクール、2004大楽器祭
（2004/10/9〜10/10）
に初出展 !!!
TABギタースクールが歴史的(？)初出展！
★東京・池袋サンシャインシティで開催されました『2004大楽器祭』に、TABギター
スクールが初めて出展いたしました。
こういったイベントには、
これまでデモ演奏な
どで出演したことはあるものの、
自ら出展するのは今回が全く初めてでした。おまけ
に初日には台風が東京を直撃で、
はたしてどうなることやらと心配したのですが、
両日とも多くの方にご来場いただき、大変盛況のうちに無事終えることができまし
た。ご来場下さった皆様、関係者の皆様には、
スタッフ一同心より感謝しておりま
す。本当にありがとうございました！

打田十紀夫

※TABギタースクール・ホームページにも写真がアップしてあります。是非ご覧下さい。

特
撮
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ロ
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澤
大
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！
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ニ
メ
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︵
↓
︶
10
／
9
の
Ｔ
Ａ
Ｂ
枠
の
デ
モ
演
奏
で

（←↑）TABブースでは、TABレーベルの
ビデオ、DVD、CD、楽譜集、Tシャツ、TAB
スペシャル・サムピック、TABアコギ・スタン
ド・スーパーミニ…などを展示。

（↑）
（株）
フックアップ提供によるイベント会場Eでの打田のデモ演奏。
ランドスケープ、
アミスター、
ローザウッド・ギターを使用。

（↑）TABピックの製造元（株）新上の曽我部氏も大忙し！
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氏
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TABギタースクール・ホームページ

︵
←
︶
世
界
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プ
・
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ス
の
バ
ン
ジ
ョ
ー
・
プ

（↑）10/10 最終回の打田のデモ演奏。モーリスS-121UとアミスターStagerを使用。

TABギタースクールでは、
「TABニュース」を継続的に発行いたしております。ご住所

http://www.tab-guitar-school.co.jp/

やお電話番号などを変更された場合は、
なるべくお早めにご連絡下さいますよう、
お願

打田十紀夫・ホームページ

いいたします。今後ともTABギタースクールの通信販売をよろしくお願いいたします。

http://www.tab-guitar-school.jp/

Tokio Acoustic & Blues

Guitar School

★インターネットからのご注文は、TAB ギタースクール・ホームページの
TABネットショップ からどうぞ。皆さまからのご注文を心よりお待ちしてお
ります。カタログ#23や以前のニュースからのご注文もお待ちしています!!

〒151-0072

東京都渋谷区幡ヶ谷 2-13-1

平沼ビル3F

TEL 03（5350）3509 FAX 03（3372）6465

