
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（GO WEST 西日本編）

“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！

 7.1 （金） 三重・四日市／エンタメ奏庫 新笑宴  19:30～
 7.2 （土） 滋賀・高島／CAFÉ AZZURRA  19:00～
 7.3 （日） 京都／Modern Times  18:00～
 7.5 （火） 高松／jazz&bar SO NICE  19:30～
 7.6 （水） 高知／Sha.La.La  19:30～
 7.7 （木） 岡山／ライブハウスデスペラード  19:30～
 7.9 （土） 広島・福山／Grand soul cafe Guns'  18:30～
 7.12 （火） 広島／Live Juke  19:30～
 7.13 （水） 宮崎・日向／SHOT BAR Garage  19:30～
 7.15 （金） 鹿児島／BAR  IPANEMA  19:30～
 7.16 （土） 長崎／Good Luck  19:30～
 7.17 （日） 長崎／BLUE WIND studio 830  16:00～
 7.22 （金） 長崎／Bar FRANK  20:00～
 7.23 （土） 福岡・小倉／Babu Box  19:30～
 7.30 （土） 兵庫・甲子園口／UNCLE JAM  19:00～
 7.31 （日） 京都・祇園／カポタスト  18:00～
 8.2 （火） 福井・敦賀／小さな村  19:30～
 8.3 （水） 石川・金沢／そうるめいと  19:30～
 8.5 （金） 富山・高岡／GOOD FELLOWS  19:30～
 8.6 （土） 名古屋／LIVE HOUSE CIRCUS  19:00～  
 8.7 （日） 神奈川・秦野／音楽酒場 TRY   18:00～
 8.10 （水） 神奈川／横浜パラダイスカフェ   19:30～
 8.14 （日） 千葉・長生村／FANY  FANY   17:30～
 10.15・16 広島・宮島／厳島フェスティバル  12:30～

~The world is changing~



日浦孝則 Takanori Hiura Biography

7.1 ㈮　三重・四日市　エンタメ奏庫 新笑宴
●OA: MACK STYLEさん
【開場】18：30　【開演】19：30 【問い合わせ】TEL 080-2625-3293
【料金】前売：3,500円  当日：4,000円（要１ドリンクオーダー）
【場所】三重県四日市市新正4丁目13－8
【 H P 】https://www.shinshowen.com/

7.2 ㈯　滋賀・高島市　Cafe Azzurra
【開場】18：00　【開演】19：00 　【問い合わせ】TEL 0740-20-7272
【料金】前売：3,500円  当日：4,000円（要１ドリンクオーダー）
【場所】滋賀県高島市安曇川町南古賀3-5　運動公園入口

7.3 ㈰　京都　Modern Times
【開場】17：30　【開演】18：00 　【問い合わせ】TEL 075-212-8385
【料金】前売：3,500円  当日：4,000円（要１ドリンクオーダー）
【場所】京都市中京区木屋町三条上がる エンパイヤビルB1
【 H P 】http://www.mtimes.jp/

7.5 ㈫　高松　jazz&bar SO NICE
【開場】18：30　【開演】19：30 　【問い合わせ】TEL 087-873-2117
【料金】前売：3,500円  当日：4,000円（要１ドリンクオーダー）
【場所】香川県高松市丸亀町9-26 杉山ビル2F
【 H P 】https://ameblo.jp/sonice72/

7.6 ㈬　高知　Sha.La.La
【開場】19：00　【開演】19：30 　【問い合わせ】TEL 090-1175-9000
【料金】前売：3,500円  当日：4,000円（要１ドリンクオーダー）
【場所】高知市追手筋1-7-11　ヒジリビル3F

7.7 ㈭　岡山　ライブハウス・デスペラード
●ジェームス西田さんとのコラボライブ
【開場】18：30　【開演】19：30 　【問い合わせ】TEL 086-225-5044
【料金】前売：5,000円  当日：5,500円（要１ドリンクオーダー）
【場所】岡山市表町3丁目11-105
【 H P 】http://www.desperado-okayama.com/live.html

7.9 ㈯　広島・福山　Grand soul cafe Guns' 
●OA: 佐藤せーべーさん
【開場】18：00　【開演】18：30 　【問い合わせ】TEL 084-927-0071
【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】福山市御船町1丁目13-10 
【 H P 】https://www.facebook.com/GrandSoulCafeGuns/

7.12 ㈫　広島　Live Juke
【開場】18：30　【開演】19：30 　【問い合わせ】TEL 082-249-1930
【料金】前売：3,500円  当日：4,000円（要１ドリンクオーダー）
【場所】広島市中区中町8-18 クリスタルプラザ19F   
【 H P 】http://www.live-19-juke.com/

7.13 ㈬　宮崎・日向　SHOT BAR Garage
【開場】19：00　【開演】19：30 　　
【料金】前売：3,500円  当日：4,000円（要１ドリンクオーダー）
【場所】宮崎県日向市上町6-9 アラータビル5F
【問い合わせ】TEL 080-3984-5945(山下) 

7.15 ㈮　鹿児島　イパネマ(BAR IPANEMA)
●佐々木了さんとのコラボライブ
【開場】19：00　【開演】19：30 　【問い合わせ】TEL 090-1087-0017
【料金】前売：4,000円  当日：4,500円（１ドリンク付き）
【場所】 鹿児島市東千石町5-17   ステラビル301

7.16 ㈯　長崎　Good Luck 
●OA: とっしー荒木さん
【開場】18：30　【開演】19：30 　【問い合わせ】TEL 095-845-8010
【料金】前売り：3,500円  当日：4,000円（１ドリンク・1プレート付き）
【場所】長崎市住吉町6-8 

7.17 ㈰　長崎　BLUE WIND studio 830
【開場】15：30　【開演】16：00 　【問い合わせ】TEL 095-894-5203
【料金】前売り：3,500円  当日：4,000円（ドリンク・おつまみ別）
【場所】長崎市浜口町10-14~2F
【 H P 】https://www.facebook.com/bws830/

7.22 ㈮　長崎　Bar FRANK 
【開場】19：30　【開演】20：00 　【問い合わせ】TEL 095-823-0150
【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】長崎市銅座町11-5~1F

7.23 ㈯　福岡・小倉　Babu Box 
【開場】19：00　【開演】19：30 　【問い合わせ】TEL 093-551-5886
【料金】前売：3,500円  当日：4,000円（要１ドリンクオーダー）
【場所】北九州市小倉北区紺屋町8-16　麻布21ビル3F　

7.30 ㈯　兵庫・甲子園口　UNCLE JAM
【開場】18：00　【開演】19：00 　【問い合わせ】TEL 080-1436-6985
【料金】前売：3,500円  当日：4,000円（要2ドリンクオーダー）
【場所】西宮市甲子園口3-15-9　秋津州ビル1F
【 H P 】https://www.uncle-jam.jp/

7.31 ㈰　京都・祇園　カポタスト
●OA: 本井美帆さん
【開場】17：30　【開演】18：00 　【問い合わせ】TEL 075-551-1266
【料金】前売：3,500円  当日：4,000円（要1ドリンクオーダー）
【場所】京都市東山区末吉町９８－３ 井みねビルB1F
【 Twitter 】https://mobile.twitter.com/capotastogion

8.2 ㈫　福井・敦賀　小さな村
【開場】18：30　【開演】19：30 　【問い合わせ】TEL 080-3638-2917 
【料金】前売：3,500円  当日：4,000円（１ドリンク付き）
【場所】福井県敦賀市中央町1丁目10-11
【 H P 】https://www.facebook.com/chiisanamura.asozu/

8.3 ㈬　石川・金沢　そうるめいと
【開場】18：30　【開演】19：30 　【問い合わせ】TEL 076-244-1705
【料金】前売：3,500円  当日：4,000円（要１ドリンクオーダー）
【場所】石川県金沢市有松2丁目3-30 YMビル1F 
【 H P 】https://www.facebook.com/soulmatekanazawa/

8.5 ㈮　富山・高岡　GOOD FELLOWS
【開場】18：30　【開演】19：30 　【問い合わせ】TEL 0766-28-5966
【料金】前売：3,500円  当日：4,000円（要１ドリンクオーダー）
【場所】富山県高岡市御旅屋町15-6 SKKオタヤビルB1
【 H P 】https://www.facebook.com/GOOD-Fellows-cafebarmusic-1022117344503673/

8.6 ㈯　名古屋　LIVE HOUSE CIRCUS
【開場】18：30　【開演】19：00　　【問い合わせ】TEL 052-265-5639
【料金】前売：3,500円  当日：4,000円（要１ドリンクオーダー）
【場所】名古屋市中区栄4-9-10～B1F
【 H P 】https://www.circus-nagoya.com/

8.7 ㈰　神奈川・秦野　音楽酒場 TRY
【開場】17：30　【開演】18：00 【問い合わせ】0463-77-3110    
【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】神奈川県秦野市鶴巻北2-5-9～2F
【 Email 】ongaku.sakaba.try@gmail.com

8.10 ㈬　神奈川　横浜パラダイスカフェ
【開場】18：30　【開演】19：30 【問い合わせ】045-228-1668     
【料金】前売り：4,000円  当日：4,500円（要２ドリンクオーダー）
【場所】神奈川県横浜市中区住吉町6-72　 シャンローゼ関内B1
【 H P 】https://www.paradisecafe2019.com

8.14 ㈰　千葉・長生村　FANY FANY
●OA:  波楽バンド
【開場】17：00　【開演】17：30
【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】千葉県長生郡長生村一松戊3344-6

10.15㈯-16㈰　広島・宮島　厳島フェスティバル
●宮島包ヶ浦自然公園 特設野外ステージ
・詳細未定
【場所】広島県廿日市市宮島町１１９５ 宮島包ヶ浦自然公園
【 H P・問い合わせ 】https://itsukushima-f.com/

★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/

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、
コロナ禍の中、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~


