Special Performance
Love Song of TOTEMS

Performance

7.20 sat

大道芸パフォーマンス

8.4 sun

愛と光にあふれた二つの巨大なシルエット。瀬戸内を背景に素敵なラブ
ソングが紡がれます。
カンパニー・デ・キダムの日本初上陸パフォーマンス。

紙磨呂
大道芸、
ディナーショーなど、場
所を選ばないマジックを展 開
中。
ファンタジックな世界感を演
出した作品は見るものを夢の世
界へ誘います。
ダンスやパントマ
イムを取り入れた、芸術性の高
い独創的な演技も好評。
ドイツ
ストリートマジシャン2015の世
界チャンピオン。
7.20 sat

7.27 sat

Syan
国内最高のスピードとテクニッ
ク、特殊なギミックや魔法の様な
演出でスタイリッシュなショース
タイルを得意とする。完成した作
品のクオリティはもちろん、過程
を魅せることで観客を飽きさせ
な い 。予 想 を 超 える 展 開 の
ショーは「新次元のバルーンパ
フォーマンス」
と呼ばれている。

©JJPauget

Compagnie Des Quidams（France）／カンパニー・デ・キダム
1994年から数々の公演を行ってきた、
フランスを拠点に国際的に活動して
いるスペクタクル・パフォーマンス・グループ。
その魅力の世界がこの夏、瀬戸内
の自然を背景に展開されます。生身の人間表現と観客の織りなすあたたかい
最上のエンターテイメントは
「人とアートの素晴らしいハーモニー」
を描きます！

Music & Dance on Stage
GUESTS

7.28 sun

音楽とダンス ステージ日程

Shanti＋松本圭司
優しく深く包み込む魔法のオーガニッ
ク・ボイスのShantiとロック、
ソウル、
ファンク、ジャズ等あらゆる音楽スタ
イルを柔軟に吸収するピアニスト松
本圭司がスペシャルコラボで登場！
7.20 sat & 7.21 sun

Double Nobu Brothers
NY在住の西藤ヒロノブとクラブジャ
ズシーンでおなじみの藤井伸昭が
ユニットを組み、会場を熱く盛り上
げます。ベーシスト須川崇志とピア
ニストD.Black.がサポート。
7.27 sat & 7.28 sun

BOSSA FANTASIA
ギター木村純、バイオリン森里子、
ピアノ鈴木厚志の３人が作り出す
心地よいボサノバリズムとロマンチ
シズム。最も上質な大人の時間が
流れます。

7.20

Shanti＋松本圭司

7.28

Double Nobu Brothers

7.21

Shanti＋松本圭司

7.29

SON DE HABANO ＋
Yacel Sagarra（ラテン）

7.22

プメハナフラスタジオ/
VaitiareTahiti高松
（フラダンス）

7.30

Vocal Group AURORA
（ポップオペラ）

sat

sun

mon

7.23
tue

mon

tue

7.31
wed

イスパニアフラメンコ
スタジオ
（フラメンコ）

Steelband Pendre
（スティールパンfrom徳島）

8.1

高松ジャズユニット
（ジャズ）

7.25

The Choir All Stars☆
（ゴスペル）

8.2

Hawaiʻian vocal duo KAI
（ハワイアン）

wed

thu

thu

fri

7.26

エレクションズ
（ポップス）

8.3

BOSSA FANTASIA

7.27

Double Nobu Brothers

8.4

BOSSA FANTASIA

fri

sat

飲食コーナー出展店〈37店舗〉

● IRISHPUB THE CRAIC ＆ Beer Pub Station ● Al Vecchio Duomo／アルヴェッキオ ドゥオモ
● 居酒屋charlie ● ito ● 井上誠耕園 レストラン 忠左衛門 ● エスポワール ● おきる
● 香川の小さなドイツ村 グリュース ゴット ● KAGU☆cafe ● カフェ ピッコロ ● カフェバル カーボ
● かめびし屋 ● KITCHEN orso． ● キッチン MaMa ● 熊野蒲鉾店 ● 讃岐たこ焼き たこず
● 茶房太朗 ● The traveling kitchen YUM ● 高松市東部漁業協同組合 北浜えびす 海鮮食堂
● 中国料理 北京 ● テキーラバー Anejo with HIDETOU ● trattoria たにぐち ●『肉山』
高松
● 農業工房 かべっこ ● BAR ALWAYS ● 花ノ宮 いいとも ● BISTRO Je Pars ● 藤塚町マルシェ
● ほっぽろ ● 堀部かまぼこ ● 本格台灣料理 東方美食 ● まなべ屋 製パン店 ● melobar
● 森のジェラテリアMUCCA ● 焼肉 シージャン ● La-Salute ● Remza （順不同）
※記載店舗がローテーションで1日約15店舗出店。
また出店店舗は変更になる場合がございます。
※各出店日については公式ホームページ(www.setouchi-summer-night.com)でご確認ください。

Masashi Tomikawa
Super Trio（ファンク）

sun

7.24

8.3 sat & 8.4 sun

Sanuki Food market

8.4 sun

sat

sun

