
http://1993.jp

●東北・北海道ツアースケジュール

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！

 9.8 （土） 福島・須賀川／ Vit Dalarna  19:00 ～
 9.9 （日） 福島・棚倉町／アゲイン 18:30 ～
 9.11 （火） 仙台／唄屋  20:00 ～

 9.13 （木） 北海道・苫小牧（インストアライブ）MEGAドン・キホーテ 苫小牧店
 9.15 （土）16（日）17（月）
    北海道・札幌（インストアライブ）MEGAドン・キホーテ 新川店

 9.19 （水） 北海道・西帯広（インストアライブ）MEGAドン・キホーテ 西帯広店

 9.20 （木） 北海道・旭川（インストアライブ）MEGAドン・キホーテ 旭川店

 9.22 （土） 北海道・札幌／カフェCHI-MM  18:00 ～
    ★松崎真人さんとのジョイントライブ

 9.23 （日） 北海道・小樽（インストアライブ）ドン・キホーテ小樽店

 9.23 （日） 北海道・小樽／ (旧)岡川薬局 Cafe White  19:00 ～
    ★松崎真人さんとのジョイントライブ

 9.24 （月） 北海道・函館（インストアライブ）MEGAドン・キホーテ 函館店

 9.28 （金） 岩手／カフェブルーメ 19:30 ～

 9.29 （土） 秋田／ミュージックバーポルト 19:00 ～
 9.30 （日） 福島・会津若松／喫茶ブラックホール 18:30 ～

“夏の日の 1993” 元class

●東北・北海道ツア スケジュ ル

「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2018を行います！

ライブツアー 2018
日浦孝則

2017. 7/１ リリース
収録曲　 1.  月と星、僕と君　2. 俺たちがいたあの夏　3. コーヒーがりがり  
4. また会えたね　5. ヲヤジのメロン　6. おふくろの玉葱　7. 君と出逢えた街  
8. もう君を離さない　9. 二十歳になる君に　10. ぶらっどそんぐ　11. ふるさと  
12. 風の駅　13. Sail On　14. 人生は鯨のようなもの　15. 夏の日の1993
●メーカー品番：YZAC-002　  ●15 曲収録　￥3,000（税込）
●発売元：ACTRUS RECORDS    ●販売元：クラウン徳間ミュージック販売(株)
全国のCDショップ、Amazon などで好評発売中！

リリ
3.3 コーコー がヒ がヒーがヒーが がりがりりがりりがり  

TAKANORI HIURA
30th anniversary   Best Album

～君に会いに行くよ！～



日浦孝則 Takanori Hiura Biography

★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Vanilla Sky レーベルよりアルバムを毎年発表、1987年の
ソロデビューからちょうど30周年の昨年、ベストアルバム「月と星、僕と君」
をリリースした。今年も、7/１から京都を皮切りに夏の全国ツアーを行う。

ライブツアー
2018日浦孝則 ～君に会いに行くよ！～

東北・北海道ツアー
9.8 ㈯　福島・須賀川　Vit Dalarna
【開場】18：30　【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）
【問い合わせ】 TEL 0248-94-6620
【場所】福島県須賀川市山寺道41
http://vitdalarna.abx.jp/

9.9 ㈰　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

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

●無料インストアライブ 【時間未定】 お問い合わせ下さい
9.13 ㈭　北海道　MEGAドン・キホーテ 苫小牧店
【場所】苫小牧市木場町1-6-1 【TEL】0144-36-3810

9.15 ㈯ ・16 ㈰ ・17 ㈪
 北海道・札幌　MEGAドン・キホーテ 新川店
【場所】札幌市北区新川二条7-3-20 【TEL】011-769-3810

9.19 ㈬　北海道　MEGAドン・キホーテ 西帯広店
【場所】帯広市西21条南4-１【TEL】0155-41-3810

9.20 ㈭　北海道　MEGAドン・キホーテ 旭川店
【場所】旭川市春光1条8丁目1番65号【TEL】0166-53-3810

9.22 ㈯　北海道・札幌　カフェCHI-MM
★松崎真人さんとのジョイントライブ
　～たわいない夏の日の2018 in札幌～
【開場】17：30　【開演】18：00
【料金】前売：4,000円  当日：4,500円（要１ドリンクオーダー）
【問い合わせ】 TEL 0172-53-6225
【場所】札幌市中央区南3条西8丁目7 大洋ビル B1F

●無料インストアライブ 【時間未定】 お問い合わせ下さい
9.23 ㈰　北海道　ドン・キホーテ 小樽店
【場所】小樽市稲穂2-20-1【TEL】0134-33-3810

9.23 ㈰　北海道・小樽　(旧)岡川薬局 Cafe White
★松崎真人さんとのジョイントライブ
　～たわいない夏の日の2018 in小樽～
【開場】18：30　【開演】19：00
【料金】前売：3,000円  当日：3,500円（１ドリンク付）
【問い合わせ】 TEL 0134-64-1086
【場所】北海道小樽市若松1-7-7

●無料インストアライブ 【時間未定】 お問い合わせ下さい
9.24 ㈪　北海道　MEGAドン・キホーテ 函館店
【場所】函館市美原1-7-1【TEL】0134-33-3810

9.28 ㈮　岩手　カフェブルーメ
【開場】18：30　【開演】19：30
【料金】前売り：4,000円  当日：4,500円（１ドリンク付）
【問い合わせ】 TEL 019-654-4666
【場所】岩手県盛岡市菜園２丁目1-9 Farm219～2F

9.29 ㈯　秋田　ミュージックバーポルト
【開場】18：00　【開演】19：00
【料金】前売り：3,500円  当日：4,000円（ドリンク、料理別）
【問い合わせ】 TEL 018-864-8710
【場所】秋田市大町1丁目2-7サン・パティオ大町内

9.30 ㈰ 　福島・会津若松　喫茶ブラックホール
★OA るかさん
【開場】18：00　【開演】18：30
【料金】前売り：3,500円  当日：4,000円（要１ドリンクオーダー）
【問い合わせ】 TEL ：00242-85-7336
【場所】福島県会津若松市河東町大字南高野字高塚137
http://blackhole.littlestar.jp/

●るかさん(会津若松)

●松崎真人さん(札幌・小樽)／プロフィール
（まつざき まこと）シンガーソングライター。1964年札幌生まれ。
北海道大学在学中の1984年、第27回ヤマハポピュラーソングコ
ンテスト（POPCON）および第15回世界歌謡祭で優秀曲賞を受
賞。翌1985年に受賞曲「たわいないトワイライト」でTDKコアレ
コードよりデビュー。以降、バースデイスーツ（同郷である佐木伸誘
とのデュオ）を含め３度のメジャーデビュー。
【リリース】ソロアルバム「ここは僕のいた場所」2016年発売 
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