
T O Y O N O
シンガーソングライター&ヴォーカリスト

 
�性の�⼒をもつ�声を⽣かしたサウンド、ブラジルへの�いリスペクトから⽣まれる��で⾃由な�曲たち…

刺�的で�地よい⼤�のヴォイス&グルーヴによるアダルトオリエンテッドなブラジル��の�⾏き。

プロフィール

TOYONO ホームページ 「TOYONO MODERNOトヨノ・モデルノ」http://toyonomoderno.jp/
 

ディスコグラフィー
 

■ Espírito（エスピリト）�義
 「Pray for Brazil」 （����） 
 「serafim（セラフィン）」 （Espírito） (1999年7⽉20⽇) (サイデラレコード)
■ TOYONO�義
 「Litoral（リトラウ）」 (2001年6⽉29⽇) (ファイルレコード) 
 「ginga mais（ジンガ・マイス）」 (2004年7⽉28⽇) (ファイルレコード) 
 「pelicano heaven（ペリカーノ・ヘヴン）」 (2007年8⽉23⽇) (diavoce Records) 
 「Luz do sol（ルーズ・ド・ソウ）」 (2009年5⽉28⽇) (Art Gallery machiya) 
 「aquarela（アクアレーラ）」 (2010年12⽉10⽇) (modelo MODERNO）
 「黒�のサンバ」 (2016年9⽉21⽇) (ビクターエンタテインメント) 
■フィーチャリング��（代�的なもの） 
 「Mansfield Popp」 池⽥正典 (2002年4⽉27⽇) (READYMADE INTERNATIONAL) 
 「DOUBLE STANDARD」 須永辰� (2003年4⽉2⽇) (READYMADE INTERNATIONAL) 
 「Fighissima」 AKAKAGE (2006年11⽉15⽇) (ポニーキャニオン） 
 「SETAGAYA MUSIC BASE」 �ジョージ (2007年12⽉19⽇) (エイベックス) 
 「Ponto de ParXda -Rio de janeiro-Gira mundo 」 (2006年5⽉17⽇)(NEW WORLD RECORDS) 
 「Dance Classic Bossa」 V.A. (2008年7⽉23⽇) （Grand Gallery）
   ほか��

 「Litoral（リトラウ）」 (2001年6⽉29⽇) (ファイルレコード) 
 「Ponto de ParXda -Rio de janeiro-Gira mundo 」 (2006年5⽉17⽇) (NEW WORLD RECORDS) 
 「Dance Classic Bossa」 V.A. (2008年7⽉23⽇) （Grand Gallery）
 「pelicano heaven（ペリカーノ・ヘヴン）」 (2008年8⽉23⽇) (diavoce Records) 

ブラジルレコーディング＆コーディネイト  

メディア

CM

ポルトガル�発�指�
 

   ��林�、����(speed) 、前⽥��（TUBE）���（スターダストレビュー）ほか

�曲提供（��せずに提供のみのもの）

 
 
 

「Bravo!」 TUBE 「Bravo!」 (ポルトガル���提供) 
「LOVE IS POWER.ラヤラヤ」 エリアンナ (single) (ポルトガル���提供) 
「na alameda da Fortuna」 柏⽊�樹 「���」 (曲提供) 
「アウフタクト」 ナミノート 「Our Songs」 (ポルトガル���提供)

�り上げられた書籍

 
 
 

「Somthing Jazzy 女�のための �しいジャズ・ガイド」 �⽥奈央�著 
（J-JAZZを�く〜⽇��アーティ ストを�こう）

⼤���。

ジョイス・モレーノに�れてブラジル��ヴォーカリストを⽬指し、単�ブラジルに�り�の��と同時にブラジ

ル�アーティストと�流を�める。�国�、東�を中�に��活動を開�。ライブハウスやイベントに��しなが

らユニットやソロでアルバムを発�し、2016年ビクターエンタテインメントよりメジャーデビュー。
2018年よりラジオ��「TOYONO moda brasil」をスタートさせ、ブラジル��への�い��を⽣かして�々のブ
ラジル著�アーティストに��を�さずポルトガル�でのインタビューを�開し、⽇�とブラジルの�を�める⼀

�を担う。またナレーション、�筆もこなすなど�しいブラジル��シンガー�を�立させている。2020年JAL国
���内��にアルバム「黒�のサンバ」よりオリジナル�曲「トレス・マリアス」がセレクトされる。

• SALA CARD（サーラグルー プ）
TV&ラジオCMタイアップ （2007年） 
「brinda!brinda!!ブリンダ・ブリン ダ」
*アルバム「ペリカーノ・ヘ ヴン」より。

• �⼠�グループ
ラジオタイアップCM(2018年〜）
（ナレーション担当＆BGM）

• 喜�洲���
ラジオタイアップCM(2022年〜）
（ナレーション担当＆BGM）

 
 �内��

��⼤使

・JAL国��JAZZチャンネル
（2020年3⽉〜4⽉）
「três-marias (acústico)

トレス・マリアス・アクースチコ」

*アルバム「黒�のサンバ」より。
 
 
 
  

・ブラジルワイナリー SALTON�
「SALTONワイン��⼤使」

(Embaixadora da Vinícola SALTON)
(2016年)



T O Y O N O h i s t o r y
OL時代に⽿にしたブラジル��のポルトガル�葉の�きに、�いたい、とシンプルに思ったのがきっかけで、ボサノヴァや
MPB、ショーロなどのブラジル��を��に�くようになる。

1996年・思いが�まり単�リオデジャネイロに�る。ポルトガル�を�得しながら、�界的パーカッショニスト、マルコス・
スザーノに師事

1999年・�国�、伊�ゴロー(g)と�成したアコースティックユニット"Esp´́iritoエスピリト"でアルバム「serafimセラフィン」
リリース、TOWER RECORDSが�ぶ99年��100�に�ばれる
            ・「BOSSA DO MAGO＆落��也＆TOYONO」 （グリーンホール相模⼤野）��
 
2000年・「serafim」リリース�念ライブ （南⻘�マンダラ） （��橋クラブクワトロ） （渋�クラブクワトロ）
            ・「Espírito feat.���」 （三������センター⾵のホール） （��シンフォニーヒルズ モーツァル トホール）

2001年・デビューアルバム「Litoralリトラウ」リリース�念ライブ（STB139スイートベイジル）（��シティギャラリー）
2002年・アルバム「Mansfield Popp/池⽥正典」�� 
2003年・アルバム「DOUBLE STANDARD/須永辰�」��

2004年・セカンドアルバム「ginga maisジンガ・マイス」リリース�念ライブ（渋�Spuma）

2006年・リオデジャネイロレコーディング（兼現地コーディネイター）「Ponto de Partida -Rio de janeiro-Gira mundo」
    ・アルバム「Fighissima/AKAKAGE」��
2007年・リオデジャネイロレコーディング・サウンドプロデュース（兼現地コーディネイター）「Dance Classic Bossa」
            ・3rdアルバム「ペリカーノ・ヘヴン」リリース�念ライブ（⻘�プラッサオンゼ）（モーションブルーヨコハマ）
（STB139 スイートベイジル）
           ・「SETAGAYA MUSIC BASE/�ジョージ」��。テレビ��「�⽥�ベース」��

2009年・アルバム「Luz do sol（ルーズ・ド・ソウ）」リリース�念ライブ（代々⽊上�ムジカーザ）

2010年・「��インターナショナル・ジャズ・フェスティバル」に国内��招�12アーティストのうちの1�として��

2011年・アルバム「aquarelaアクアレーラ」リリース�念 ライブ（JZ brat sound of Tokyo）

2013年2014年・（モーションブルーヨコハマ）（JZ brat sound of Tokyo)（ヤマハ��スタジオ）

2015年・（モーションブルーヨコハマ）（JZ brat sound of Tokyo)(�古�、�都、⼤�）

2016年・アルバム「黒�のサンバ」 リリース�念ライブ（JZ brat sound of Tokyo)
       ・ブラジル⼤使�において、ブラジルで100年�上の歴史を�り従業員�580�が働く�⾨ワイナリー SALTON�より
「SALTONワイン��⼤使(Embaixadora da Vinícola SALTON)」に任�される

2017年・（JZ brat sound of Tokyo)

2018年・「�王洲キャナルフェス夏2018」��
            ・ラジオ��「TOYONO moda brasil」�布エフエム（東�）��スタート

2019年・（JZ brat sound of Tokyo)（モーションブルーヨコハマ）（代�� 蔦�書�)

2020年・JAL国���内��にアルバム「黒�のサンバ」よりオリジナル�曲「トレス・マリアス」がセレクトされる
    ・レコーディングスタジオより配�ライブ

2021年 ・�気料理研��higucciniのインスタグラム動�にカヴァー曲「君は1000%」が使⽤され30万回再⽣される。
     ・ブラジル�ミュージシャンの��と共に�ったカヴァー曲「��ノムコウ」(SMAP)の動�を�開
     ・ラジオ��「TOYONO moda brasil」エフエム千⾥（⼤�）��スタート

＊カッコ内（）はライブ開��場�。


