Jun. 2004
皆様、
お変わりございませんか。長らくお待たせいたしましたが、
ようやく新しいTAB通販カタログ
（#23）
が完成いたしましたので、
同封いたしました。
また、
このTABニュースでは、
８月の打田十紀夫のソロ・ライヴ情報、
および、初来日のエリック・ルゴッシュが登場する９月のTABコンサート情報を中心
に掲載いたしました。カタログ#23からの通販のお申し込み、
ライヴご来場をスタッフ一同お待ち申し上げております。

TABギタースクール

◆ ◆ ◆ TAB ライヴ情報 ◆ ◆ ◆

8/7（土） ソロ・ライヴ 打田十紀夫と７本のギター part 2
Back In Town

TAB 前売り
tel：03-3353-4655
新宿区住吉町 3-2 第２山田ビルB1
時間：開店 17 : 00 開演 18 : 30
料金：¥2,625（税込み、オーダー別）
場所：曙橋

★曙橋のレストラン・ライヴハウス
「Back In Town」での昨年好評だった ７本のギター
ライヴの第二弾。前回登場しなかったギターも多数登場します。
どんなギターが登場し、
ど
んなサウンドをするか、
どうぞお楽しみに！美味しいお料理とアコースティック・ギター・サウン
ド
（＆爆笑トーク）
をお楽しみ下さい。整理番号順に前の方から席をお取りいたしますので、
お早めの申し込みをお勧めいたします。

8/28（土） 打田十紀夫 ソロ・ライヴ
場所：代官山

Hoochie Coochie

tel：03-5489-3728
渋谷区猿楽町 24-5 代官山プラザB1
時間：開店 19 : 00 開演 20 : 30 料金：¥2,000（税込み、ドリンク別）
、
ぬ 強豪
まだ見
！
日
初来

エリック・ルゴッシュ＆打田十紀夫

★開店以来、毎年恒例の夏のライヴです。アットホームな雰囲気でビール
など飲みながら、打田のギターとトークを楽しんでください。チケット
の前売りはなく、小さいお店ですのでお早めにお越しください。

Blues & Ragtime アコースティック・ライヴ
★米ナショナル・フィンガーピッキング・チャンピオンシップ優勝（1984年）の実績を持つ、
フィンガースタイル・ギターの達人、
エリック・ルゴッシュが遂に初来日！打田十紀夫とジョ
イントで各地を回ります。
この機会に是非 まだ見ぬ強豪 ルゴッシュの演奏をご覧に
なってください。当TABニュース作成時に決まっているスケジュールは下記の通りで
すが、追加スケジュールはTABホームーページ
（URLは裏面）でご確認ください。
【企画】TABギタースクール、
（株）中林貿易

9/18（土）

TAB 前売り

9/19（日）

TAB 前売り

9/20（月・祝）

TAB 前売り

9/22（水）

TAB 前売り

＝ 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。
「前売り金額×枚数」の金額を同封の赤
い郵便振替でTABギタースクール宛にご送金ください。郵送にて
前売りチケットをお送りいたします。チケットのみのお申し込みに送
料は不要です。他の商品とご一緒に注文される場合は、通常の

＜前売りは 6/20より＞

通販と同様です（代金引換もご利用いただけます）。また、TAB
ホームーページよりインターネットでもお申込みいただけます。

場所：横浜 Thumbs Up
tel：045-314-8705
横浜市西区南幸 2-1-22 相鉄ムービル3階
時間：開場 18:00 開演 19:00
料金：前売り ¥3,200 当日 ¥3,500 （税込み、ドリンク別）
場所：名古屋 Tokuzo
tel：052-733-3709
名古屋市千種区今池 1-6-8 ブルースタービル 2F
時間：開場 18:00 開演 19:00
料金：前売り ¥3,500 当日 ¥3,800 （税込み、ドリンク別）
場所：大阪 knave
tel：06-6535-0691
大阪市西区南堀江 3-11-21 南堀江 Tall Valley B1F
時間：開場 18:00 開演 19:00
料金：前売り ¥3,500 当日 ¥3,800 （税込み、ドリンク別）

場所：京都 Vox Hall
tel：075-255-1596
京都市中京区河原町通三条下ル一筋目東入ル VOXビル 5F
時間：開場 18:30 開演 19:00
料金：前売り ¥3,500 当日 ¥3,800 （税込み、ドリンク別）

9/23（木・祝）

TAB 前売り

場所：東京 Star Pine's Cafe
tel：0422-23-2251
東京都武蔵野市吉祥寺本町 1-20-16
時間：開場 18:00 開演 19:00
料金：前売り ¥3,600 当日 ¥4,000 （税込み、ドリンク別）

追加スケジュールは
TABホームページを
ご覧ください!!

※お問い合わせは、TABギタースクール（03-5350-3509）まで

■ TABレーベルDVD 第一弾、打田十紀夫『ブルースでヒーリング』リリース！
！
！ （カタログ#23の4頁に紹介）
★ ブルース と 癒し をテーマとしたアコースティック・ギター・インストのスタジオ演奏の他、
ためになるエクササイズや面白イ
ンタビューも織り交ぜた盛りだくさんの内容です（83分）。
６弦ギター、
リゾネーター・ギター、12弦ギターなど、打田十紀夫の愛
用のギターが多数登場します。1987年の米サンルイス・オビスポにおけるステファン・グロスマンとのセッションや、
2003年TAB
ライヴでのウッディ
・マンとのセッションほかのライヴ・テイクも収録されています！DVDならではのハイクオリティ画質＆音質、曲
連続再生モードもついています。充実度満点の新作DVDです！プレイヤー６月号、
ギターマガジン６月号の新作レビューでも
紹介され、大変高く評価されました 。

■新発想のサムピック TABスペシャル 遂に発売！
！
！ （カタログ#23の 8頁に紹介）
★新発想のサムピック、
その名も TABスペシャル が
（株）新上より遂に発売になりました。長年サムピックを愛用
しながらも、
より理想的なサムピックを追い求めてきたTABギタースクール主宰の打田十紀夫の監修により完成した
サムピックです。パーツが２つに分かれているなど、画期的なアイディアを盛り込んだこのサムピックは、
フィンガーピッ
キングを用いるすべてのジャンルのギタリスト達にお薦めできます！サウンド、
フィット感共に究極のサム・ピックと言っ
ていいでしょう
（日米特許申請中）。
これまでサム・ピックで苦労した皆様、
どうぞお試し下さい。

■シンコーミュージック・ムック『ブルース・ギター・ブック』に打田十紀夫インタビューが掲載されました！
！
！
★2004/3/23発売のシンコー･ミュージック･ムック
『ブルース･ギター･ブック』に、打田十紀夫のインタビューが掲載されまし
た。アコースティック・ギター音楽としてのブルースの魅力や奏法などについて語りました。
また同誌では、
フィンガーピッキン
グ・ブルース講座やブルースに適したアコースティック・ギターの試奏レポート、
フェイヴァリット・ブルース・アルバム10枚、
スラ
イド・バー徹底検証なども、打田が担当しています。同誌は、他にもステファン・グロスマン、
ウッディ
・マン、
ジョン・シーファスら
のインタビューなど、
アコースティック・ブルースにスポットを当てた興味深い記事が満載です。是非ご覧になって下さい！

■ TABギタースクール・ネット通販限定 今月の特価品 コーナー開設！
！
！
★TABギタースクール・ホームページにて、
ネット通販限定 今月の特価品 コーナーを始めました。毎月数作品
をセレクトして、
あっと驚く特別価格にてご提供させていただきます。特価品コーナーに掲載の商品が新しい特
価品に代わったとき、以前の特価品は定価に戻ります。
また、
在庫がなくなり次第販売終了となる商品もござい
ます。ですので、 今月の特価品 コーナーの商品は掲載期間中にお早めにご注文ください。絶対お得です！ TABネット通販を初めてご利用に
なる方も、是非この機会にご利用ください。TABギタースクール・ホームページのURLは、
このページの下方をご覧ください。

■ TABギタースクール・レーベルVHSビデオのお取扱いについて

■輸入商品の値段が一部変更されました

★長らくご愛顧頂きましたTABレーベル・ビデオのVHSバージョンは、在庫が無くなり次第

★カタログ#23では、輸入商品の値段が一部変更に

販売終了となります。本カタログには、
現在在庫しております商品のみを掲載いたしました。

なっております。値下げした商品、
あるいは若干の値

各ビデオのDVD化の予定は現時点ではありませんので、
ご希望の商品はお早めにお買

上げになった商品もございます。発売元や仕入れ先

い求めください。なお、
販売終了のためカタログから外れたVHSビデオは、
問屋からの返品

での価格変更などがその理由ですが、以前のカタロ

などで一時的に在庫することもあります。TABギタースクール・ホームページのネットショップ

グに掲載の商品のご購入を検討されていた方は、
カ

では、
そういった商品の在庫状況を確認してご注文できます。

タログ#23に掲載の価格でお申し込みください。

■『ダック・ベイカー＆打田十紀夫

アメリカン・フィンガースタイル・ギター ライヴ』へご来場ありがとうございました！
！
！

★2004年３月に開催されましたダック・ベイカーとのジョイント・ライヴ・ツアーは、Lakewoodギター、
AER
のアンプ、John Pearse弦の輸入元である中林貿易さんとTABギタースクールの共同企画で実現し
ました。ダックは、今回で通算６度目、
約３年ぶりの来日で、パワー全開、
気合い十分のパフォーマンス
を披露してくれました。Sexauerの手工ガット・ギターとLakewoodギターを用いて、次から次へと繰り
出すフィンガーピッキングでのインプロヴィゼイションは、
まさに芸術の域でした。今回も各会場には多く
のお客様に来ていただき、本当にありがとうございました。
また、各会場の関係者の皆さまやツアーを
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アップしましたので、
ご覧になってみてください。

TABギタースクール・ホームページ

http://www.tab-guitar-school.co.jp/
打田十紀夫・ホームページ

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

TTAABB
〒151-0072

Tokio Acoustic & Blues

Guitar School

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

