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L001 ギター、ボーカルユニット Hunting-nail ポップス、スタンダード https://youtu.be/iVhxp6PTj74

L002 ギター弾き語り maki 歌謡曲やオリジナルまで弾き語
りしています

L003 篠笛 kiiti 一宮を中心に篠笛で演奏活動を
しています。

https://twitter.com/titibuyatai

L004 ポップス きぃん ゆったり、まったり演奏してい
ます

https://www.facebook.com/KeyN.Key.Nakagami/

L005 ギターソロ ありさ。 音楽を皆さんと楽しみたいで
す。

https://www.youtube.com/channel/UCJAabqV7p_dcjqX1ujGiBoA

L006 ジャグリング  ローラバランス Akiya 地元発！笑顔と元気を届けま
す！

https://youtu.be/te0GwoO0tbY

L007 インストゥルメンタル はらたけ三重奏 ほんわかサウンド情熱ライブ!! https://haratake3.jimdofree.com/

L008 女性ジャズボーカル＆ギターの
デュオ

三河プリティ 女性ジャズボーカルとギターで
ディズニーを

https://www.facebook.com/mikawa.pretty/

L009 ジャズトリオ シェルブレ スタンダードジャズのトリオ https://www.youtube.com/watch?v=kLRplCyYnvo&list=FLVsXmt_CjMe8hxbrExY5fzg&index=11&t=49s

L010 フォルクローレ・J-POP Yuka＋Tomy&Maz 南米の笛ケーナとギター&ウク
レレユニット

https://youtu.be/kuJH-6JIujk

L011 アコースティックギターデュオ fy.U-key 地域イベント、ライブハウス等
で活動

https://ameblo.jp/fyukey

L012 男性アーコースティックデュオ
+cajōn+キーボード

五十字路's BAND 50代2人で結成の親父デュオ https://ameblo.jp/kumi6110/entry-12561785579.html

L013 童謡唱歌、懐メロ、アニメソン
グ、オリジナルソングなど

AMI オカリナと歌みっちゃん、ギ
ターあっちゃん

https://www.facebook.com/ami725/

L014 ジャズ RiHiKa 耳馴染みのよいジャズをお送り
します

L015 ビッグバンドジャズ Alley Cats Big Band 幅広い年代が楽しめる迫力ある
ジャズです

http://alleycatsbigband.uunyan.com/index.html

L016 アコースティックギター弾き語り
×ドラム

僕の部屋からとt.m.c×k.n.p 情熱的な歌で世界を変える、世
界を繋げる

http://blog.livedoor.jp/tomeil69/

L017 ポップミュージック Ｃｒａｚｙ　Ｓｎａｉｌ グレースマックに集うオトナカ
ワイイ５人組

https://gramho.com/profile/crazysnail_5star/9648387558

L018 アコギユニット おてもと オリジナル曲を中心に昨年9月
から活動中！

https://youtu.be/p5l8D1JR5no

L019 ポップス スペース 宝塚を目指した6人組
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L020 歌謡曲 唱歌など 松田自動車の唄う専務取締役 松田
樹直と子供店長 松田丈

創業昭和3年松田自動車の唄う
親子です

http://240024.co.jp

L021 木管打楽器アンサンブル orange blossom 東海地方を中心に演奏活動を
行っています。

https://orangeblossom3.amebaownd.com/

L022 知財芸®︎ 音術屋®︎ ワンマンバンドとパフォーマン
ス

https://www.youtube.com/channel/UC5AnmOCF4xBy_LOXnE5vRhg/videos

L023 ギター弾き語り 加賀美悠二郎 山梨県在住。ソングライターで
あり写真家。

https://instagram.com/kagamiyujiro?igshid=f3rags84hp0g

L024 アコースティックギター弾き語り イシカワシンヤ 昭和歌謡曲を懐かしく新鮮にお
届けします！

https://youtu.be/V6TDbuQUNbM

L025 ジャズデュオ チェリー古川×荻野菜穂 ジャズをゆるくお届け

L026 チェロ独奏付き読み語りと歌 マイス☆マイス 創作絵本の読み語りと即興チェ
ロのコラボ！

https://www.facebook.com/MYsMYs2018/

L027 ポップ・ロック bassist hiroko キャリア12年目。全て自分でを
モットーに

https://bassisthiroko.jimdofree.com/

L028 昭和歌謡バンド(ヴォーカル、ギ
ター、ピアノ)

eile-neige カフェやレストランを中心に活
動中。

https://m.facebook.com/pages/category/Musician/YukariMarc

L029 木管楽器中心の管弦アンサンブル オクトパス合奏団と仲間たち 二人だけの管弦楽団が今年は拡
大編成で登場

https://octopus-ensemble.com/

L030 青春路線の歌 カツカレーうどん ボリューミーでスパイシーな青
春路線の演奏

https://www.youtube.com/watch?v=J2xLVWYHxQo

L031 ロック Delta ２０１８年の杜の宮市に出演 https://youtu.be/y2UTURH3n-0

L032 弾き語り 碧みき 地元愛知を中心に、東京など各
地で活動中。

https://aoimiki.wixsite.com/aoitori

L033 雅楽（巫女舞も出来たら） 雅楽戦隊かなでる〜ん 神社仏閣、演奏会、ボランティ
ア等で演奏

L034 箏曲 Smile Sun 姉妹アンサンブルで、箏の魅力
を伝えます！

https://youtu.be/c4gOtNdWb-Q

L035 ポップ演歌 御飯 北海道や名古屋でのイベント等
のライブ活動

https://youtu.be/91PA5WBMbXA

L036 アコースティック弾き語り オリジ
ナル

橋本博生 弾き語りで、オリジナル曲カ
バーを歌います

https://www.facebook.com/hiroki.hashimoto.52

L037 ちんどん屋の練り歩き、賑やかし 三ヶ根宣伝社 ちんどん屋が会場内練り歩き賑
やかします。

https://sanganesendensya.com/

L040 アコースティックバンド 尾張ヤングジャンボリー 尾張地方の若者を中心とする音
楽事業団体

https://www.facebook.com/owari.youngjam/
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L041 アコースティックDUO＋ジャズ
sax

リエマディ＋（モダン蓄音機） ゆる楽しく懐かしく ジャズ含
みでお届け

https://www.facebook.com/modern.tick/

L042 ブラックソウル たかきゅう ブラックミュージック中心の横ノhttps://takaq.jimdofree.com/

L046 ビッグバンドジャズ The BISHU Jazz Orchestra 世界的毛織物産地「尾州」の公認https://www.facebook.com/bishu.jazz/

L047 アコースティックユニット tea for two 東海地区を中心に活動中のユニッhttps://instagram.com/teafortwo1000?igshid=3vuljb8r80gn

L048 アコースティックユニット tea for two 東海地区を中心に活動中のユニッhttps://instagram.com/teafortwo1000?igshid=3vuljb8r80gn

L049 アイルランドの伝統音楽をアコ Báirín Breac クラフトビアパーティー、三八屋店内演奏

L050 ハンドパン、ガンクドラム 下廣海 僧を目指す音楽家。 全てに、
感謝を。

https://twitter.com/tvdrokusiki9527

L051 アイリッシュ、ちんどん yResaca 日向ぼっこが好きな3人。チン
ドンからの沈殿。

L052 サバールドラム チーム☆ワウワウ 太鼓サバールとアフリカンダン
ス

https://m.facebook.com/%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%AF%E3%82%A6%E3%83%AF%E3%82%A6-748023738682645/

L053 インストデュオ 一ノ瀬大悟デュオ ザクザクバチバチコントラバス
ギターデュオ

http://www.daigoduo.com/

L054 弾き語り キャプテンブルース スポークンワーズとフォークの
融合

https://captainblues.jimdofree.com/

L055 ギターボーカル1、スチールパン1 青太郎 SSW suzukenとスチールパン
奏者ケンネル青木のコラボユ

https://kenjaming.exblog.jp/

L056 ライブペイント 武蔵人骨と川合ケン 公開絵師の武蔵人骨とミンミン
の生みの親川合ケン
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