
2022HIURA TAKANORI

世界は大きく変化している

　　一度立ち止まって何が大切なのか

　　　　ちゃんと考えないと

　　　　　　自分の頭と心で･･･

●ツアースケジュール（東北・北海道編）

“夏の日の 1993” 元class

「夏の日の1993」がミリオンヒットした元classの
日浦孝則が、ライブツアー2022を行います！

ライブツアー 2022
日浦孝則

●品番：PIRC1031　●10曲収録　￥2,500（税別）
●制作：(株)ペーパーアイランド  発売：(株)大阪村上楽器

2020 ニューアルバム

収録曲 1. あの夏が聴こえる  2. ガラス越しの虹  3. せいいっぱいのプロローグ
4. もう何も言わなくていいよ  5. やっと友達になれたね  6. 君がいた季節
7. 君はセピアの  8. 君のためのLOVESONGS  9. 60 YEARS YOUNG  10. ROLLING

2020. 7/20 リリース
Amazon、タワレコオンライン、HMV
paper island(1993.jp)にてネット販売

“夏の日の 1993” 元class

http://1993.jp

前売りチケットのネット予約等は
日浦孝則オフィシャルサイト
http://1993.jp  をご覧下さい！

~The world is changing~

 8.20 （土） 北海道・北見／ Curtis Creek  19:30～ 
 8.21 （日） 北海道・帯広／ BbM7 (ビーフラットメジャーセブン)  19:30～
 8.24 （水） 北海道・新ひだか町／ Live  Bar  KAVACH  20:30～
 8.25 （木） 北海道・日高町富川／ Bistro&pub NONOMY 19:30～
 8.26 （金） 北海道・苫小牧／ ROCK BAR JAM  19:30～
 8.28 （日） 北海道・新ひだか町／Dr.K Rock Fes    入場無料
 8.29 （月） 北海道・岩見沢／マヤコーヒー  19:30～
 8.31 （水） 北海道・江別／焼き鳥 どん兵衛  17:30～
 9.2 （金） 北海道・札幌／岩本珈琲  19:30～ 
 9.3 （土） 北海道・札幌／岩本珈琲  19:00～
 9.4 （日） 北海道・函館／バンドワゴン  18:30～
 9.7 （水） 青森・弘前／フォーク酒BAR てふてふ  19:30～
 9.9 （金） 岩手・盛岡／ BeOneBox  19:30～
 9.10 （土） 秋田・横手／ Bless One  18:30～
 9.11 （日） 秋田／ミュージックバーポルト  18:00～
 9.13 （火） 仙台／ Live Inn 唄屋  20:00～
 9.14 （水） 福島・会津若松／喫茶ブラックホール  19:30～
 9.18 （日） 福島・東白川郡棚倉町／アゲイン  18:30～
 9.22 （木） 東京ファイナル／荻窪ルースター 19:30～



★前売りチケット・ネット予約はすべてこちらで  →  http://1993.jp/adv_ticket/appli/

●東北・北海道ツアー
9.4 ㈰　北海道・函館　バンドワゴン
【開場】18：00　【開演】18：30
【料金】3,000円 (30名完全予約制)  （１ドリンク付き）
【問い合わせ】 ものかき工房 TEL：070-5608-6083
【場所】北海道函館市大町1-30

9.7 ㈬　青森・弘前　フォーク酒BAR てふてふ
【開場】19：00　【開演】19：30 【問い合わせ】TEL 0172-88-9506
【料金】前売：3,500円  当日：4,000円（１ドリンク付き）
【場所】弘前市土手町31 B館ごちそうプラザ4番

9.9 ㈮　岩手・盛岡　BeOneBox
●サポート　石川慎一（G）
【開場】19：00　【開演】19：30 
【問い合わせ】　TEL 019-656-6705
【料金】前売：3,500円  当日：4,000円
　　　（要１ドリンクオーダー）
【場所】岩手県盛岡市菜園2-6-6 三栄ビルB1F

9.10 ㈯　秋田・横手　Bless One
●サポート　石川慎一（G）
【開場】18：00　【開演】18：30 【問い合わせ】TEL 0182-23-7280
【料金】前売り：3,500円  当日：4,000円（要１ドリンクオーダー）
【場所】横手市婦気大堤下久保25-1

9.11 ㈰　秋田　ミュージックバーポルト
●サポート　石川慎一（G）
【開場】17：00　【開演】18：00 【問い合わせ】TEL 018-864-8710
【料金】前売り：3,500円  当日：4,000円（ドリンク、料理別）
【場所】秋田市大町1丁目2-7サン・パティオ大町内

9.13 ㈫　宮城・仙台　唄屋
【開場】19：00　【開演】20：00 【問い合わせ】TEL 022-266-7712
【料金】前売：3,500円  当日：4,000円（要１ドリンクオーダー）
【場所】仙台市青葉区大町2-6-3 錦戸ビルB1F

9.14 ㈬　福島・会津若松　喫茶ブラックホール
【開場】18：30　【開演】19：30 【問い合わせ】TEL 0242-85-7336
【料金】前売：3,500円  当日：4,000円（要１ドリンクオーダー）
【場所】会津若松市河東町大字南高野字高塚137

9.18 ㈰　福島・棚倉町　アゲイン
【開場】18：00　【開演】18：30
【料金】前売：4,000円  当日：4,500円（１ドリンク+おつまみ1プレート付）
【問い合わせ】 TEL 0248-23-5530
【場所】福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字新町 20-4

9.22 ㈭　東京ファイナル　荻窪ルースター
●サポート ： シゲ山本（KB） 百田忠正（Cho） 遠藤恵三（B） 小野秀夫（Dr） 
【開場】18：30　【開演】19：30 　(座席数少)  
【料金】前売：5,000円  当日：5,500円（要１ドリンクオーダー・食事別）
【問い合わせ】 TEL 03-5397-5007
【場所】東京都杉並区上荻1-24-21 協立第51ビル
http://www.ogikubo-rooster.com/
【配信チケット】https://twitcasting.tv/paperisland/shopcart/157381

8.20 ㈯　北海道・北見　Curtis Creek
●サポート　杉山TOM（G）
【開場】18：30　【開演】19：30 【問い合わせ】TEL 0157-33-5236
【料金】前売：4,000円  当日：4,500円（１ドリンク付き）
【場所】北海道北見市春光町２-151-6

8.21 ㈰　北海道・帯広　BbM7(ビーフラットメジャーセブン)
●サポート　杉山TOM（G）
【開場】18：30　【開演】19：30 【問い合わせ】TEL 0155-26-5540
【料金】前売：3,500円  当日：4,000円（要１ドリンクオーダー）
【場所】帯広市西１条南10丁目2　マスヤビル地下

8.24 ㈬　北海道・静内　Live Bar KAVACH
●サポート　杉山TOM（G）
【開場】20：00　【開演】20：30 【問い合わせ】TEL 090-1520-9005
【料金】前売：3,500円  当日：4,000円（１ドリンク付き）
【場所】新ひだか町静内吉野町1-1-31

8.25 ㈭　北海道・日高町　Bistro&pub NONOMY
●サポート　杉山TOM（G）
【開場】18：30　【開演】19：30 【問い合わせ】TEL 080-1871-8238
【料金】前売：3,500円  当日：4,000円（要１ドリンクオーダー）
【場所】北海道沙流郡日高町富川南1-5

8.26 ㈮　北海道・苫小牧　Rock Bar JAM
●サポート　杉山TOM（G）
【開場】19：00 【開演】19：30 【Email】amy20021962@yahoo.co.jp
【料金】前売：3,500円  当日：4,000円（要１ドリンクオーダー）
【場所】北海道苫小牧市錦町1-2-15 ジョイナスパルコ2F

8.28 ㈰　北海道・新ひだか町  Dr.K Rock Fes
●サポート　杉山TOM（G）
【HP】https://www.facebook.com/drkrockfes 　入場無料
【場所】日高郡新ひだか町静内真歌  静内川左岸特設ステージ

8.29 ㈪　北海道・岩見沢　マヤコーヒー
●サポート　杉山TOM（G）
【開場】18：30　【開演】19：30
【料金】前売：3,000円  当日：3,500円（１ドリンク付き）
【場所】北海道岩見沢市栄町8丁目52-1
【問い合わせ】　TEL 0126-22-8912

8.31 ㈬　北海道・江別　焼き鳥 どん兵衛
●サポート　杉山TOM（G）
【開場】17：00　【開演】17：30
【料金】前売：3,500円  当日：4,000円（ドリンク・料理別）
【場所】北海道江別市大麻中町2-21 中町商店街
【問い合わせ】    TEL 011-386-5741

9.2 ㈮ & 3 ㈯　北海道・札幌　岩本珈琲(2Days)
●サポート　杉山TOM（G）
9.2 【開場】18：30 【開演】19：30  【問い合わせ】TEL 011-836-2017
9.3 【開場】18：00 【開演】19：00
【料金】前売：3,500円  当日：4,000円（要１ドリンクオーダー）
【場所】札幌市白石区栄通18丁目4-1

石川慎一（G）

日浦孝則 Takanori Hiura Biography
1960年瀬戸内海の小島（広島県）で生まれ育つ。1987年に「スロウダンス」
でソロ・メジャーデビューし、アルバム3枚をリリース（テイチク）。
1993年にツインボーカルデュオ「class 」としてデビュー（アポロン）。
デビューシングル「夏の日の1993」がミリオンヒットとなる。
1996年の解散後、再びソロ活動を再開。2009年からはアルバムを毎年発表。
今年2022年も三重・四日市のエンタメ奏庫 新笑宴を皮切りに、夏の全国ツアー
を行う。

ライブツアー
2022日浦孝則 ~The world is changing~

杉山TOM（G）


