
Lino Coconuts

リノ・ココナッツ

樋上 裕子�Hiroko Hinoue : フル
ート

樋上 千聡�Chisato Hinoue : ピア
ノ、ウ

クレレ

　　　
　　　

　　　
　　　

　　　
●

中山 隆志� Takashi Nakayama : ギタ
ー、ウ

クレレ
、スチ

ールギ
ター

堤下 功一� Kohichi Tsutsumishita : ベー
ス

高橋 延吉� Nobuyoshi Takahashi : ドラ
ムス、

パーカ
ッショ

ン

　　　
　　　

　　　
　　　

　　　
●

中里 美沙� Misa Nakazato : フル
ート

八田 亜哉香�Ayaka Hatta : ヴォ
ーカル

www.cs-spice.com

世 界 の
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行 2010きも
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コロ

、ゆ
った

り。

Lino Coconuts

Special Concert 

in Hirakata
Bossa Nova , Hawaiian , Latin , Jazz , Cinema , Pops , 

Classic and more・・・

ボサノヴァ、ハワイアン、ラテン、映画音楽からジャズ風に

アレンジしたクラシックの名曲まで、一度は聴いたことの

ある世界のポピュラーミュージックが一度に楽しめる！

枚方市在住のフルート+ピアノのデュオ・ユニット＝リノ・

ココナッツがバンド編成でお届けするリゾート感あふれる

オトナの音楽をお楽しみください。

2010 6月4日（金）
13:30開場�

14:00開演

入場料（税込・全自由席）

前売�大人�1,500円�小学生以下�1,000円

当日�大人�2,000円�小学生以下�1,500円

陽気なラテン、ほっこりボサノヴァ、懐かしの映画音楽、大胆に変身したクラシック！

すべてリノ・ココナッツのオリジナル・アレンジでお届けいたします。

♪演奏曲目（予定）・・・

コーヒー・ルンバ／イパネマの娘／虹の彼方に／小さな竹の橋／ブルー・ハワイ／遥かなる影／男と女／

煙が目にしみる／エリーゼのために・・・ほか　※曲目が変更になることもございます。予めご了承ください。

主催・企画・制作 

Coconuts Records

制作協力

・この
コンサ

ートの
収益の

一部を
、ハイ

チおよ
びチリ

の震災
復興の

ために
日本赤

十字社
を

通じて
寄付さ

せてい
ただき

ます。

・リノ
・ココ

ナッツ
は枚方

の「総
合文化

会館の
建設を

進める
会」を

応援し
ていま

す。

メセナひらかた（2F 多目的ホール）

後援　総合文化会館の建設を進める会

協力　村松楽器販売株式会社



Relaxing & Smooth Music Duo

Lino Coconuts
リノ・ココナッツ CDのご案内

2nd.2nd.
【収録曲】
ココナッツの島で／サンバ・トルト／
リトル・ブラウン・ギャル／小さなフラの天国／
日曜はダメよ／マナクーラの月／小さな竹の橋／
コーヒー・ルムバ ／ハワイのわらぶき小屋／
遥かなる影／雨に濡れても／
天国のような島(オリジナル)

日常を忘れて、
南のリゾート・アイランドへ！
リノ・ココナッツのセカンド・アルバムは、６曲がオー
バーダビングによるフルートデュオ!
瞳を閉じて聴けば、魂は南の島のビーチにひとっ飛び!!

CR-002 定価￥2,625（本体￥2,500）

Flight to Island
Lino Coconuts & 
The Bossanowaiians
フライト・トゥ・アイランド
リノ・ココナッツ＆ザ・ボザノワイアンズ

きもち、ほっこり。
ココロ、ゆったり。
フルートとピアノが奏でる大人のリゾート・ラウ
ンジ・ミュージック。
リノ・ココナッツ、ファースト・アルバム。ほっこり、
ゆったりしてください。

First Flight
Lino Coconuts & Friends
フライト・トゥ・アイランド
リノ・ココナッツ＆フレンズ

1st.1st.
【収録曲】

アマポーラ／イパネマの娘／男と女／
オー・シャンゼリゼ／虹の彼方に／珊瑚礁の彼方／
酒とバラの日々／黒いオルフェ／
トワイライト・タイム／いそしぎ／星に願いを

CR-001 定価￥2,100（本体￥2,000）

Relaxing & Smooth Music Duo

Lino Coconuts

Produced by ／

リノ・ココナッツ
こんにちは！リノ・ココナッツは

枚方市在住の樋上裕子（フルート）、

樋上千聡（ピアノ、ギター、ウクレレ）

によるデュオ・ユニットです。

“Lino”はハワイ語で「輝く」という

意味で、ハワイ好きの二人が、ハワイ

の陽射しや海の輝きのように、身も

心もほっこり、ゆったりできる感覚

を音楽に求め、2006年より活動を

しています。年に2回の自主コンサ

ートのほか、パーティーやイベント、

結婚披露宴、教育施設などでの依頼

演奏なども行っています。また地元

のFMひらかたの番組にも出演、ご紹介していただきました。

［美しいメロディー＋ジャズ風のハーモニー＋南国のリズム＝大人のリゾー

ト・ラウンジ・ミュージック］をコンセプトに全曲オリジナル・アレンジで演奏。

ボサノヴァ、ハワイアン、ラテン、ジャズ、からポップス、クラシック、日本の歌ま

で幅広い世界の名曲をレパートリーにしていますが、最近ではガットギター、ス

チールギター、ウクレレなどを多用し、ボサノヴァとハワイアンのスパイスを濃

く効かせ、より一層、南国ムードたっぷりのサウンドを創りあげています。これ

までに２枚のアルバムをリリース。

今回は、いつもライブやレコーディングで一緒に演奏してくれる素晴らしい

ミュージシャンたちとステージを創ります。是非、生のリノ・ココナッツを聴い

ていただきたき、忙しい毎日の中で、ほんの2時間ですが、きもちがほっこりし

て、ココロがゆったりする時間を楽しんでいただきたいと思っております。

みなさまのご来場を心よりお待ちしております！

■チケットお申込み、お問合せ
　シーズスパイス
� Tel.�090・1026・4320（樋上）
� Fax.�06・6392・0414（ご連絡先電話番号を必ずご記入の上送信してください）

� E-mail   info@cs-spice.com

メセナひらかた 
京阪電車「枚方市」駅 徒歩約７分（ P なし）

〒573-1191 大阪府枚方市新町2-1-5
Tel. 072-843-5551

関西医大
枚方病院 ラポール枚方

天
の
川

大阪方面 京都方面
京阪電車

枚方市駅

か
さ
さ
ぎ
橋

メセナひらかた

■会場：メセナひらかた 2F多目的ホール


