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2023 年年始におけるライヴの実施

　ギタリスト／シンガーソングライター BabySnake こと山上洋路（相模原市）は、2022 年に引き続き、

銀座ロッキートップでの演奏活動の継続を目指し、下記内容にもとづき年始のライヴ開催を決定い

たしました。

【ライヴの概要】

1　名称

　BabySnake ライヴ Ginza Extravaganza

2　内容

　ライヴハウス ロッキートップ（東京都中央区）において、BabySnake によるギター等の演奏によ

るライヴステージを開催いたします。

3　日程など

 (1)　開催日

　2023 年 1 月 20 日（金）

 (2)　タイムテーブル

　1st Stage　19:30〜20:10

　2nd Stage　20:40〜21:20

　3rd Stage　21:50〜22:30

　※ いずれのステージにも入れ替え等はございません。1 回のご入場にて 3 ステージすべてご参加

　　いただけます。各ステージの合間の休憩時にドリンクなどのオーダーを行ってください。

4　費用

　ミュージックチャージ 2,000 円 + テーブルチャージ 300 円 + ドリンクとフードのオーダー

5　会場

　銀座ロッキートップ

　東京都中央区銀座 7-8-19 東京ビル 3F

　電話 03(3571)1955　FAX 03(3571)1769

　　Live American Music Bluegrass and Country Music !!

　　銀座ロッキートップ rocky top は東京 銀座に 1980 年オープンした、老舗アコースティック

　ライブハウス・バー・レストラン。アメリカ開拓時代、山小屋スタイルの気軽でフレンドリーな

　店内では、ブルーグラスミュージックとカントリーミュージックを中心に、思う存分ライブ演奏

　が楽しめます。お食事もできて、ドリンク、フード、チャージ、共にリーズナブル！地下鉄・JR

　からも徒歩 10 分以内！

　フード 300 円〜1,000 円　ビール 600 円〜　ワイン 1,800 円〜

6　参加方法など

　当ライヴには、チケットなどはございません。ご予約も不要となっております。お会計は退店時

にカウンターにてお願いいたします。

7　出演者プロフィール

　BabySnake（山上洋路）：ギター／ヴォーカル／その他

　幼少の頃より、両親の影響でジャズやクラシック／バロック音楽、洋楽ポップスからラテン音楽

まで幅広く親しむ。10 歳で N 響のベルリオーズ「幻想交響曲」で初のコンサート体験。15 歳で

David Bowie のライヴ映像に衝撃を受け、完全にロックに目覚める。中学生のころよりシンセサイ

ザー、高校在学中よりエレクトリック・ギターを始める。スティーヴ・ヴァイやエディ・ヴァン・ヘ

イレンに憧れるも、次第に 1960〜1970 年代を軸とする英国ロックに魅せられ、The Beatles や

Black Sabbath、Queen、Yes や King Crimson などから影響を受けたポップ , ハード & プログレッ

シブなロックを、バンド形態にて大阪・京都のライヴハウスを中心に演奏、2001 年 CD「モルフェウ

スの猫」発表。東京移住後はアコースティックギターを携え、シンガー・ソングライター寄りのフ

レキシブルな形態での演奏活動にシフト。トッド・ラングレンやポール・マッカートニーが持つ、

宅録的なポップや叙情性にエイドリアン・ブリューのような、プログレッシヴ性やギターへの追求

を加え、フランク・ザッパへの敬愛を含んだ、雑多な音楽性に変容。2011 年 CD「Rainmaker」発表。

2012 年より、英国ルネサンス音楽のアンサンブルにも参加、活動の幅を広げる。ギタリスト／ウク

レレプレイヤーの山口岩男に師事、演奏・音楽の幅をひろげる。近年はとみに 1980 年代回帰が強く、

MTV エイジのオマージュともいえる楽曲・サウンドを展開。ライヴではエレキ、アコギ、ループを

駆使した演奏に、大阪生まれのドロ臭いトークを混じえ、独自のロックワールドを繰り広げる。ギター

講師／ WEB スクール講師／グラフィックデザイナーとしても活動中。

　ウェブサイト：https://babysnake.jp

　メール：yoji@babysnake.jp

　Twitter/Instagram：:@babysnake

　facebook/LINE：babysnakejp

　YouTube: https://bit.ly/2OXizTy

8　演奏曲目

　・方舟は堕ちた（BabySnake）

　・ラジオスターの悲劇（The Buggles）

　・Rainmaker（BabySnake）

　・サヨナラは言わない（BabySnake）

　・みんなキミの瞳のせいで（BabySnake）

　ほか

9　会場への地図

以　上
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