■ディスコグラフィー■
Espírito（エスピリト）名義
「Pray for Brazil」
「seraﬁm（セラフィン）」

（赤塚聡明）
（Espírito） (1999年7月20日)

(サイデラレコード)

TOYONO名義
「Litoral（リトラウ）」
(2001年6月29日)
「ginga mais（ジンガ・マイス）」
(2004年7月28日)
「pelicano heaven（ペリカーノ・ヘヴン）」 (2008年8月23日)

(ファイルレコード)
(ファイルレコード)
(diavoce Records)

「Luz do sol（ルーズ・ド・ソウ）」
「aquarela（アクアレーラ）」
「黒髪のサンバ」

(2009年5月28日) (Art Gallery machiya)
(2010年12月10日) (modelo MODERNO）
(2016年9月21日) (ビクターエンタテインメント)

フューチャリング参加（代表的なもの）
「Mansﬁeld Popp」
池田正典
「DOUBLE STANDARD」
須永辰緒
AKAKAGE
「Fighissima」
「SETAGAYA MUSIC BASE」
所ジョージ
Gira mundo
「Ponto de ParXda -Rio de janeiro-」
V.A.
「Dance Classic Bossa」

(2002年4月27日)
(2003年4月2日)
(2006年11月15日)
(2007年12月19日)
(2006年5月17日)
(2008年7月23日)

(READYMADE INTERNATIONAL)
(READYMADE INTERNATIONAL)
(ポニーキャニオン）
(エイベックス)
(NEW WORLD RECORDS)
（Grand Gallery）

ブラジルレコーディング＆コーディネイト
「Litoral（リトラウ）」
(2001年6月29日)
Gira mundo (2006年5月17日)
「Ponto de ParXda -Rio de janeiro-」
V.A.
「Dance Classic Bossa」
(2008年7月23日)
「pelicano heaven（ペリカーノ・ヘヴン）」 (2008年8月23日)

(ファイルレコード)
(NEW WORLD RECORDS)
（Grand Gallery）
(diavoce Records)

■CM■
• SALA CARD（サーラグルー

「brinda!brinda!!ブリンダ・ブリン

（2008年度）

プ）TV&ラジオCMタイアップ
曲

ダ」*アルバム「ペリカーノ・ヘ
ヴン」より。

■取り上げられた書籍■
「Somthing Jazzy 女子のための 島田奈央子著

（J-JAZZを聴く〜日本人アーティ

■楽曲提供■(TOYONO提供のみ)
TUBE
「Bravo!」
「Bravo!」
「LOVE IS POWER.ラヤラヤ」 エリアンナ (single)

(ポルトガル語訳詞提供)
(ポルトガル語訳詞提供)

「na alameda da Fortuna」

(曲提供)

新しいジャズ・ガイド」

「アウフタクト」

柏木広樹

「航海記」

ナミノート 「Our Songs」

ストを聴こう）

(ポルトガル語歌詞提供)

■ライブコンサート■
1999年10月27日
「BOSSA DO MAGO＆落合徹也＆TOYONO」

（グリーンホール相模大野）

2000年1月19日
「seraﬁm」リリース記念ライブ
（南青山マンダラ）
出演：TOYONO vocal、 伊藤ゴローguitar、落合徹也
violin、 柏木広樹 cello、 岡部洋一 perc、 オノ・セ
イゲン

2000年2月29日
「Espírito ライブseraﬁm」
（心斎橋クラブクワトロ）
出演：TOYONO vocal、伊藤ゴローguitar、落合徹也
violin、柏木広樹cello
2000年3月5日
「Espírito ライブseraﬁm」

（渋谷クラブクワトロ）

出演：TOYONO vocal、伊藤ゴローguitar、落合徹也
violin、柏木広樹cello
2000年5月16日
2000年5月26日
「Espírito feat.塩谷哲」
出演：TOYONO vocal、伊藤ゴローguitar、落合徹也

（三鷹市芸術文化センター風のホール）
（葛飾シンフォニーヒルズ モーツァル
トホール）

violin、柏木広樹cello、 岡部洋一 perc
スペシャルゲスト：塩谷哲piano

2006年12月14日
（モーションブルーヨコハマ）
「TOYONO 」
出演：TOYONOvocalマルコス・スザーノpandeiroフ
ェルナンド・モウラpiano&key下野人司bass

2007年8月23日
TOYONO 3rd アルバム 「pelicano heavenペリカー

（青山プラッサオンゼ）

ノ・ヘヴン」ランサメントday special live『pelicano
heaven especial』
出演：TOYONO vocal竹中俊二guitarマルコス・スザ
ーノperc

ゲスト：中西俊博vln宮川剛ds&perc片岡大志vocalコ
モブチキイチロウbass渡辺剛pianica

2007年10月1日
（モーションブルーヨコハマ）
「TOYONO pelicano heaven ペリカーノ・ヘヴン」ラ
イブ・ランサメント
出演：TOYONOvocal竹中俊二guitar八尋洋一bass宮川
剛ds&percクラッシャー木村violin渡辺剛pf&key
ゲスト：Saigenji guitar&vocal

2008年1月31日
2008年7月9日
「TOYONO live 2008 pelicano heaven especial」
出演：TOYONOvocal竹中俊二guitar沼澤尚ds岡部洋

（STB139 スイートベイジル）
（モーションブルーヨコハマ）

一perc森俊之pf/key鈴木正人bass佐野聡
tb/ﬂt/c.harp/etc…、吉田治sax/ﬂt

2009年5月24日
「TOYONO "trópico unique トロピコ・ユニー

（代々木上原ムジカーザ）

ク"「Luz do sol」 リリースアニヴァーサリーin ムジ
カーザ
出演：TOYONO vocal竹中俊二guitar,sound produce金

子雄太organトニー・グッピーsteel-pan(from トリニ
ダード・トバゴ)

2010年10月31日
「GINZA interna`onal Jazz Fes`val 2010」
出演：TOYONOvocal竹中俊二guitar佐藤芳明

（ヤマハ銀座1階ポータル）

accordion海沼正利percussion
2011年5月30日

（JZ brat sound of Tokyo）

「TOYONO「aquarelaアクアレーラ」リリース記念
ライブ vol.2」

出演：TOYONOvocal竹中俊二guitar佐藤芳
明 accordion岡部洋一percussion

special guest : 加藤紀子vocal、NAOTO violin
2012年9月3日
「TOYONO「aquarelaアクアレーラ」リリース記念

（JZ brat sound of Tokyo）

ライブ “encore”」

出演：TOYONOvocal竹中俊二guitar佐藤芳

明 accordion西嶋徹bass岡部洋一percussion
special guest : 加藤紀子vocal柏木広樹cello

2013年6月19日
（モーションブルーヨコハマ）
「TOYONO “BRASIL with you”(moderna) ペリカーノ・
ヘヴン」
出演：TOYONOvocal竹中俊二guitar&sound produce 渡
辺剛piano&keybords岡雄三bass宮川剛
drums&percussion

2013年7月26日
（JZ brat sound of Tokyo)
「TOYONO “BRASIL with you”(clássica) トリビュート・
ジョビン」

出演： TOYONOvocal光田健一vocal&piano助川太郎
guitarクリス・シルバースタインbass 吉田和雄

2013年11月9日
「TOYONO “BRASIL with you”〜early evening bossa

（ヤマハ銀座スタジオ）

nova〜」
出演：TOYONOvocal竹中俊二guitar&sound produce渡
辺剛 piano&keybords竹下欣伸bass岡部洋一
percussionゲスト 中西俊博violin

2014年1月14日
（JZ brat sound of Tokyo)
出演： TOYONOvocal光田健一vocal&piano助川太郎

（JZ brat sound of Tokyo)

guitarクリス・シルバースタインbass 吉田和雄
drums

2014年3月3日
（モーションブルーヨコハマ）
「TOYONO “BRASIL with you”(moderna) ペリカーノ・
ヘヴン」
出演：TOYONOvocal竹中俊二guitar&sound produce 渡
辺剛piano&keybords岡雄三bass宮川剛
drums&percussion

2014年6月16日
（JZ brat sound of Tokyo)
「TOYONO “BRASIL with you”(moderna) ペリカーノ・
ヘヴン・メタイス・エスペシアウ」

出演：TOYONOvocal竹中俊二guitar&sound produce 渡
辺剛piano&keybords岡雄三bass宮川剛
drums&percussion
佐野聡trombone,ﬂute,harmonica

グスターヴォ・アナクレートsax&ﬂue
2014年8月19日
「TOYONO “BRASIL with you”〜early evening bossa

（モーションブルーヨコハマ）

nova〜」
出演：TOYONOvocal竹中俊二guitar&sound produce光
田健一piano&vocal竹下欣伸bass岡部洋一percussion
ゲスト 中西俊博violin

2015年3月5日
（モーションブルーヨコハマ）
「TOYONO “BRASIL with you”(moderna) ペリカーノ・
ヘヴン」

出演：TOYONOvocal竹中俊二guitar&sound produce 渡
辺剛piano&keybords岡雄三bass宮川剛

drums&percussion ゲスト岡部洋一percussion,矢幅歩

2015年6月17日
「TOYONO “BRASIL with you”〜early evening bossa

（JZ brat sound of Tokyo)

nova〜」acús`co especialアクースチコ・エスペシア
ウ
出演：TOYONOvocal竹中俊二guitar&sound produce光
田健一piano&vocal竹下欣伸bass岡部洋一percussion
ゲスト maiko violin柏木広樹cello

2015年9月28,29,30日
「ペリカーノ・ヘヴン 初ツアー "Go to

(名古屋、京都、大阪）

出演：TOYONOvocal竹中俊二guitar&sound produce渡
辺剛piano岡雄三bass宮川剛drums

2016年7月26日
「TOYONO 真夏のアクースチコ」
出演：TOYONOvocal竹中俊二guitar光田健一

（六本木CLAPS）

piano&vocalクラッシャー木violin柏木広樹cello
2016年11月7日
（JZ brat sound of Tokyo)
「黒髪のサンバ リリース記念ライブ」
出演：TOYONOvocal竹中俊二guitar&sound produce渡
辺剛piano岡雄三bass宮川剛drums クラッシャー木
violin柏木広樹cello グスターヴォ・アナクレート
sax&ﬂute 石川智percussion

