
商  品 人数 編  成 当社価格 内  容 

ピアノ 1名 ﾋﾟｱﾉ 45,500円 
ピアノはシーンにより、様々な表情やアレンジが可能な 楽器
です。クラシック・ポピュラー・映画音楽など幅広い ジャンル
の曲目をお楽しみ頂けます。フルートやバイオ リンなど
の楽器とのアンサンブルもお勧めです。 

ピアノ＋1種 2名 ﾋﾟｱﾉ＋ｳﾞｧｲｵﾘﾝorﾌﾙｰﾄ 91,000円 

ピアノ三重奏（ピアノ+2種） 3名 ﾋﾟｱﾉ＋ｳﾞｧｲｵﾘﾝ＋ﾁｪﾛ 136,500円 
 

お出迎えから送賓まで、生演奏でおもてなし致します。 
三重奏や四重奏、オーケストラまで、艶のあるハーモ ニー
でパーティーを華やかに演出します。 

ピアノ四重奏（ピアノ+3種） 4名 ﾋﾟｱﾉ＋ｳﾞｧｲｵﾘﾝ＋ｳﾞｨｵﾗ＋ﾁｪﾛ 182,000円 

ピアノ五重奏（ピアノ+4種） 5名 ﾋﾟｱﾉ＋ｳﾞｧｲｵﾘﾝ2名＋ｳﾞｨｵﾗ＋ﾁｪﾛ 227,500円 

弦楽三重奏 3名 ｳﾞｧｲｵﾘﾝ＋ｳﾞｨｵﾗ＋ﾁｪﾛ 136,500円 

弦楽四重奏 4名 ｳﾞｧｲｵﾘﾝ2名＋ｳﾞｨｵﾗ＋ﾁｪﾛ 182,000円 

ギター＋ヴァイオリン 2名 ｷﾞﾀｰ・ｳﾞｧｲｵﾘﾝ 97,500円 

ハープ 1名 110,500円 
 

ハープは、"楽器の女王″とも呼ばれています。 
華麗なフォルムで優美な音色を奏でます。 
クラシック･スタンダード・シャンソン･民謡･日本の歌な ど、ご希
望に応じ演奏します。 

ハープ＋1種 2名 ﾊｰﾌﾟ+ｳﾞｧｲｵﾘﾝorﾌﾙｰﾄ 162,500円 

ハープデュオ 2名 ﾊｰﾌﾟ2名 208,000円 

項  目 人数 編  成 当社価格 内  容 

JAZZピアノ 1名 49,400円 
 

スタンダードジャスを中心に、映画音楽、ポピュラーを アレ
ンジし、迎賓から送賓までおしゃれに演出します。 

JAZZデュオ 2名 
ﾋﾟｱﾉ＋1種 
（ｳﾞｧｲｵﾘﾝ・ﾍﾞー ｽ・ｻｯｸｽ・ｳﾞｫｰｶﾙ） 

97,500円 

JAZZトリオ 3名 
ﾋﾟｱﾉ＋ﾍﾞｰｽ＋1種 
（ｻｯｸｽ・ｳﾞｧｲｵﾘﾝ・ｳﾞｫｰｶﾙ・ﾄﾞﾗﾑ） 

149,500円 

JAZZカルテット 4名 
ﾋﾟｱﾉ＋ﾍﾞｰｽ＋2種 
（ｳﾞｧｲｵﾘﾝ・ｻｯｸｽ・ｳﾞｫｰｶﾙ・ﾄﾞﾗﾑ） 

195,000円 

JAZZクインテット 5名 
ﾋﾟｱﾉ＋ﾍﾞｰｽ＋3種 
（ｳﾞｧｲｵﾘﾝ・ｻｯｸｽ・ｳﾞｫｰｶﾙ・ﾄﾞﾗﾑ） 

240,500円 

演 出 リ ス ト 

演出リスト 1 

クラシック・ポピュラー 

JAZZ／ジャズ 

ピアノ＋フルート ピアノ三重奏 

ハープ 

ジャズトリオ 
 

 
＊料金は、税別価格です 
＊※印は内容により料金が変動いたします。 
＊価格には、楽器運搬費が含まれております。 
＊音響、照明、ピアノ使用・運搬費・控室料は含まれておりません。 
＊演出、編成により、予め出演者のスケジュール確認が必要になります。 
＊上記は通常ご宴席（3時間）（会場入り時間1時間前）での価格です。企画内容・出演者・編成により、 演奏･演出時間に制限が有る場合があります。 



商  品 人数 編  成 当社価格 内  容 

 

外国人シンガー 

1名 117,000円 ミニライブとしておすすめです。 
ゴスペル、R&B、ポップス、ジャズ、ヒップホップ、レゲエ など、各シ

ンガーのリストの中からご選曲頂けます。 
*5曲までお選びいただけます。 

2名 234,000円 

外国人ピアノ弾き語り 1名 117,000円 
 

 

 
 

ピアノ伴奏にのせて、甘い歌声で、 ラウンジやサロンの ような雰
囲気をお届けします。 
各シンガーのリストの中からご選曲頂けます。 

 

 

 

日本人シンガー 

1名 58,500円 

2名 104,000円 

3名 
 

男性ｸﾞﾙｰﾌﾟor女声ｸﾞﾙｰﾌﾟor 混声 

143,000円 

4名 175,500円 

ピアノ弾き語り（日本人） 1名 58,500円 

商  品 人数 編  成 当社価格 内  容 

マリンバ 1名 71,500円 
 

軽やかな音色が心に響きます。 
2名 136,500円 

 

オペラ歌手 

2名 歌手1名（男声or女声）・ピアニスト1名 110,500円 一度は、迫力ある生の歌声を聴きたい！そんな声にお 応
えします。コンサート形式だけでなく、演技を交え、贅 沢なひと
ときをお送りします。 3名 

歌手2名（男声２名or女声2名 
or混声） ピアニスト1名 156,000円 

シャンソン歌手 2名 歌手1名（女声）・ピアニスト1名 136,500円 

 

アコーディオン 

1名 71,500円 
 

情熱溢れる激しさと、哀愁漂う甘い音色を奏でます。 
ピアノやヴァイオリンとのアンサンブルもおすすめです。 

2名～ 143,000 円～ 

アルパ 
（南米音楽） 

 

1名 
 

91,000円 
中南米のハープのことを“アルパ”と呼びます。 
明るい音色で、リズミカルな民族音楽にピッタリの楽器 です。 

 

アルパ＋ギター 
（南米音楽） 

 
2名～ 

 
169,000円～ 

ペルーの伝統的な音楽「フォルクローレ」から、ノリのよ 
いラテン音楽、さらに中南米の多様なリズムを使って、 アル
パやギターが会場をより華やかに彩ります。 

ウクレレ・ヴォーカル 1名～ 外国人奏者 117,000円～ 
 

ハワイの風を感じられる、ゆったりとした調べが、 
心に響きます。 

ハワイアンミュージック 2名～ 
ウクレレ+ウッドﾍ゙ ｽー 
（ウクレレ＋ギター） 

143,000円～ 

 

フレンチジャズ 3名～ 
編 成 例 ：  ﾏｶﾌｪﾘｷﾞﾀｰ2名
＋ｳｯﾄﾞﾍﾞｰｽ 

195,000円～ 
パリの空の下、カフェでランチを楽しみながら聞いて 
いるような・・・おしゃれなジャズです。 

ラテンジャズ 4名～ 
編成例： 
ｳﾞｧｲｵﾘﾝ＋ｷﾞﾀｰ2名＋ｳｯﾄﾞﾍﾞｰｽ 

234,000円～ お洒落で色っぽい音色をお届けします。 

オールディズ 4名～ 
編成例： 
ｳﾞｫｰｶﾙ＋ｷﾞﾀｰ＋ﾄﾞﾗﾑ＋ﾍﾞｰｽ 

234,000円～ 

 

クロマチックハーモニカ 

 
1名～ 

編成例： 
・クロマチックハーモニカ 
・ハーモニカ＋サックス 
・ハーモニカ＋サックス＋ピアノ等 

 
71,500円～ 

思い出の甘いバラードから、リズミカルな曲まで。 
「ハーモニカ」のイメージを一変するような技術は、 
圧巻です！ 
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その他 

シンガー 

外国人ﾋﾟｱﾉ弾き語り 

シンガー ウクレレ ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝ＆ｳﾞｧｲｵﾘ
ﾝ 

ﾌﾚﾝﾁｼﾞｬｽﾞ 

日本人シンガー 

演出リスト 

＊料金は、税別価格です 
＊※印は内容により料金が変動いたします。 
＊価格には、楽器運搬費が含まれております。 
＊音響、照明、ピアノ使用・運搬費・控室料は含まれておりません。 
＊演出、編成により、予め出演者のスケジュール確認が必要になります。 
＊上記は通常ご宴席（3時間）（会場入り時間1時間前）での価格です。 

企画内容・出演者・編成により、 演奏･演出時間に制限が有る場合があります。 



商  品 人数 編  成 当社価格 内  容 

 
ラテンミュージック 

 
2名～ 

編成例： 
①ｳﾞｫｰｶﾙ＋ﾋﾟｱﾉ 
②ｳﾞｫｰｶﾙ＋ﾋﾟｱﾉ＋ｷﾞﾀｰ＋打楽器等 

 
143,000円～ 

明るく楽しいステージ。 
皆様と踊ることもできます。 
季節に関係なく、明るくパワーフルに！ 

 

タンゴミュージック 

 

2名～ 

編成例： 
①ﾋﾟｱﾉ＋ｳﾞｧｲｵﾘﾝ 
②ｷﾞﾀｰ＋ﾊﾞﾝﾄﾞﾈｵﾝ 

 

123,500円～ 
「ラ・クンパルシータ」など、タンゴの名曲をお届けします。 ダンサーと
のコラボもおすすめです。 

カントリーミュージック 2名～ 編成例：ｳﾞｧｲｵﾘﾝ＋ﾊﾞﾝｼﾞｮｰ 156,000円～ 

 
デキシー 

 
4名 

アルトサックス、トロンボーン、 
チューバ、トランペット、バンジョー、 
ドラムス等 4名以上の編成 

 
234,000円～ 

アメリカ・ニューオリンズ発祥のデキシーランドジャズを お送り
します。陽気で楽しい雰囲気を演出します。 

 

 

ハンドベル 

 

 

－ 

 

 

ｸﾞﾙｰﾌﾟにより、人数が異なります。 

 
 

260,000円～ 

ハンドベルは、その美しい音色から、「天使の歌声」と称 
されています。又、ハンドベルには様々な奏法があり、 テンポの
速い曲は、目を見張るようなスピードで、大興 奮・大感動間
違いなしです。 

 
マンドリン 

 
1名～ 

 
71,500円～ 

イタリア生まれの楽器で、独特なトレモロ奏法が特徴的 で、
かわいらしさの中に恋心を思わせるような音色で、 会場を
ロマンチックに包みます。 

商  品 人数 編  成 当社価格 内  容 

 
箏 

1名 65,000円 
 

日本の代表的な楽器「箏」。厳かで雅な音色を奏でます。 古典
はもちろん、ポップスやクラシックもおすすめです。 

2名 123,500円 

 
三味線 

1名 65,000円 和の中にも現代的な風情が感じられる楽器。現代風に 
もアレンジしたりと、幅広い年齢層の方にお楽しみ頂け 
る楽器です。 2名 123,500円 

 

尺八 
 

1名 

 

65,000円 
箏との相性がよく、年末年始にBGMで流れている耳馴 染
みの曲は、尺八と箏の組み合わせが多く取り入れら 
れています。 

箏+1種 2名 箏+三味線or尺八 123,500円 

 

 

寿三番叟 

 

 

2名 

 

 

390,000円～ 

日本古来の伝統芸能です。天下泰平、国家安穏、家内 安
全、商売繁盛を祈願する舞で始まり、二人の三番が 今日
の喜びを所せましと、めでたく舞い納めます。お祝 い行事
や、こけら落としなど、事の始めにお薦めの演出 です。 

 

連獅子 
 

2名 

 
※ 

親獅子が子獅子を谷間に落とし、無事に這い上がった 子獅
子だけを育てるという故事にもとづく歌舞伎舞踊の 一種。迫
力ある親子獅子の舞いが会場を盛り上げます。 
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和 

その他 

ハンドベ
ル 

連獅子 寿三番叟 三味線 尺八 箏 

タンゴミュージック 

演出リスト 

＊料金は、税別価格です 
＊※印は内容により料金が変動いたします。 
＊価格には、楽器運搬費が含まれております。 
＊音響、照明、ピアノ使用・運搬費・控室料は含まれておりません。 
＊演出、編成により、予め出演者のスケジュール確認が必要になります。 
＊上記は通常ご宴席（3時間）（会場入り時間1時間前）での価格です。企画内容・出演者・編成により、 演奏･演出時間に制限が有る場合があります。 



商  品 人数 編  成 当社価格 内  容 

パフォーマー 1名 104,000円～ 
コミカルなパントマイム・バルーンアートなどのパフォー マンスで、驚
きと感動をお届けします。 

 
マジシャン 

 

1名 

 

イリュージョンマジックは、 
スケールにより、構成人/価格が 
変わります。 

 

104,000円～ 

テーブルが宙に浮いたり、目の前で繰り広げられるテー 
ブルマジックに驚きの連続！大人向けのお洒落な演出 か
ら、お子様向けのたのしい内容も。イリュージョンマ ジックも感動

的です。 

 

フラメンコ 

 

4名～ 

編成例：フラメンコダンサー 
カント（ｳｫ゙ー ｶﾙ） 
フラメンコギタリスト 
※日本人メンバー 

 

204,300円～ 

スペイン南部のアンダルシア地方に伝わる芸能、フラメ 
ンコ。歌・踊り・ギター演奏が一体となる、情熱の舞台を 
ご堪能頂きます。 
※音楽だけのライブ形式も可能です。 

タンゴ 2名～ 130,000円～ 愛と迫力あふれるダンスをお届けします。 

 

サンバチーム 

 

4名～ 

 

※日本人メンバー 

 

286,000円～ 

ラテンの国ブラジルを代表する熱狂のカーニバル。その カー
ニバルを彩る主役達を地球の裏側に位置する日本 へ、情
熱のリズムと共にお届けします。大迫力のステー ジから溢
れ出すエネルギーをご堪能下さい 

 
 

フラダンス 

 

 

2名～ 

 

 

※ 

”フラ”はハワイ語で「踊り」という意味で、このハワイの 伝統舞踊フ
ラダンスは、日本でも人気のあるダンスです。 
ハワイアン・ミュージックに合わせ、癒しのダンスを披露。 そして

、ステージの最後にはご一緒にフラを踊ってみま せんか？ 

グラスハープ 1名～ ※ 
「天使のオルガン」とも呼ばれ、教会に響く音色にも似た、 繊細で
優しい音を奏でます。 

タップダンス 
アイリッシュダンス 

 

1名～ 
 

※ 

身体で、リズムを表現します！ 
様々なバリエーションのタップダンスショーを 
お届けします。 

ものまねショー 1名～ 
アーティストに 
より異なります 

チャンバラショー 3名～ 455,000円～ 

 
ポールダンス 

2名 ダンサー2名 ※ポール設置料込 162,500円 スポーツとして認められている他、舞台芸術としても広く 認め
られ、サーカスやシルク・ドゥ・ソレイユでも取り入れ られ
ている華やかなダンスをお楽しみ頂きます。 4名 ダンサー4名 ※ポール設置料込 273,000円 

商  品 人数 編  成 当社価格 内  容 
 

二胡 
 

1名 

 

65,000円～ 
中国楽器で最もポピュラーな楽器です。悠久の歴史を 思
わせる、甘く切ない音色を奏でます。 

楊琴 1名 65,000円～ 
「中国のピアノ」とも称される揚琴は、明るく澄んだ音色 で、独奏、
合奏はもちろん、歌劇の伴奏にも使われます。 

 

古箏 
 

1名 

 

143,000円 

約2000年前に生まれた楽器です。ハープ奏法も取り入 れ、
古典だけでなく、あらゆるジャンルの音楽をお届けし ます。 

 

楊琴＋琵琶 
 

2名 

 

260,000円 
琵琶は、弾き方によって百数種類の音を出すことができ 
る表現力豊かな楽器です。 

楊琴＋琵琶＋古筝 3名 403,000円 
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パフォーマンス 

中国楽器 

古箏 二胡 琵琶 楊琴 

フラダンス サンバチーム フラメンコ パフォーマー 

＊上記は通常ご宴席（3時間）（会場入り時間1時間前）での価格です。企画内容・出演者・編成により、 演奏･演出時間に制限が有る場合があります。 

演出リスト 

タンゴ マジック 

＊料金は、税別価格です 
＊※印は内容により料金が変動いたします。 
＊価格には、楽器運搬費が含まれております。 
＊音響、照明、ピアノ使用・運搬費・控室料は含まれておりません。 
＊演出、編成により、予め出演者のスケジュール確認が必要になります。 


