
 生演奏派遣・プロデュース 

最高の演出をお手伝いいたします 

株式会社ムジカ・チェレステ 

〒150-0046 
東京都渋谷区松濤1-8-16 アトラス松濤3階 
TEL 03-6804-9702 FAX 03-6804-9750 
E-mail info@musica-celeste.com 
http://www.musica-celeste.com 

 

mailto:info@musica-celeste.com
mailto:info@musica-celeste.com
mailto:info@musica-celeste.com
mailto:info@musica-celeste.com
http://www.musica-celeste.com/
http://www.musica-celeste.com/
http://www.musica-celeste.com/
http://www.musica-celeste.com/


Musica Celeste（ムジカ・チェレステ）の意味は「天使の演奏、至福の音楽会」 
私たちは、どんな雨や嵐の後も晴れやかに輝き、感動が溢れ出る、チェレステ（天空）
にかかる虹のような演奏を目指しています。 
親しみやすく楽しい、現代のニーズと生演奏を融合させた「エンターテインメント・ク
ラシック®」音楽で、皆様に感動を提供していきます。 
              株式会社ムジカ・チェレステ  代表取締役  佐藤智恵 

特色・強み 

•総合芸術であるオペラ／オペレッタを年に1度、主催・企画 統合マネージメント力 

•実力派揃いの演奏家 

•多彩なジャンルとプログラム 
対応力 

•衣装・ビジュアル・曲間のトークなども、総合的に演出します プロデュース力 

音響・照明等専門技術スタッフ等も、ご希望に合わせてご用意！（基本料金外） 
シーンや企画に応じて、様々なご要望・リクエストに幅広く対応いたします！ 
ご予算に応じてご提案が可能です。詳しくはお問い合わせください。 



♪声楽・ボーカル（ソプラノ・メゾソプラノ・テノール・バリトン・バス） 

♪鍵盤楽器（ピアノ・エレクトーン・アコーディオン） 

♪弦楽器（ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロ・コントラバス） 

♪管楽器（フルート・オーボエ・クラリネット・ファゴット・サックス等） 

♪打楽器（カホーン、スネアドラム等） 

♪和楽器（お琴・三味線・笛等） 

 

クラシックはもちろん、ジャズ、ミュージカル、映画音楽、ポップスも対応
可能です。 

ピアノがない場所でもOKです！ダンサー・パフォーマーの手配も承ります。 

生演奏派遣可能楽器 



生演奏派遣  音楽家による生演奏をプロデュース致します。      

企業様向け 

パーティー 記念パーティー、設立パーティー、社内パーティー、懇親会、忘年会、福利厚生 

イベント ショッピングモールや映画祭等でのショー、展示会、販売促進、プロモーションイベント 

セレモニー オープン記念セレモニー、迎賓演奏、ファンファーレ、テープカット、BGM演奏 

プロモーション 新作発表、レコーディング、ＣＭ、ファッションショー、商談会、テーマソング 

個人のお客様向け 

結婚式 結婚式、人前式、披露宴、二次会、フラッシュモブ 

パーティー 記念日やホームパーティ、サプライズ演奏プレゼント、ホームコンサート 

学ぶ 学校での芸術鑑賞会、ボイストレーニング講座、講演会、演奏家になるための夢の講座 

イベント・行事 文化祭、ロビーコンサート、式典・セレモニー、入学式、卒業式 

企画 学生とプロの演奏家のコラボレーション、町おこし、ミニコンサート、楽器演奏体験 

学校・公共施設・民間施設様向け 



生演奏派遣 プロデュース例① イベント・パーティー 

イベント内ショー・コンサート 

企業様向け 

シーンやご要望に応じて、最適な出演者・プログラム・曲・衣装等ご用意いたします。照明・音響、演出を含めたトータルプロデュースも可能です。 
  曲目リクエスト、衣装リクエスト（ドレスや和装、早替えも可能です）も承ります。 

「なつうた2013」 出演 

（2013年、東京サマーランド） 
某団体様サマー / ウィンターパーティー 

（2013年、横浜アートグレイスポートヴィラ） 
酒造コンサート 

（2018年、岡山県倉敷市） 

某企業様創立記念パーティー 

（2014年、帝国ホテル） 
某企業様創立記念パーティー 

（2014年、アルテリーベ東京） 
某企業様創立周年パーティー 

（2019年、東京ステーションホテル） 



個人のお客様向け 

学校・公共施設・民間施設様向け 

生演奏派遣 プロデュース例① イベント・パーティー 

結婚式披露宴でのサプライズ演奏＜フラッシュモブ形式＞ 

（2018年、横浜ロイヤルパークホテル 他） 
お誕生日パーティーでの演奏 

（2017年、クルージング 他） 
米寿をお祝いする会での演奏 

（2019年、恵比寿QEDクラブ 他） 

小学校での音楽鑑賞行事、合唱指導 

（2017年、大田区立の小学校 他） 
高齢者施設の訪問 

（2012年、東日本大震災後の東北慰問ツアー 他） 

病院でのミニコンサート 

（2018年、倉敷紀念病院 他） 



ディナーショー 

弊社HP 

演奏会情報ページ 

生演奏派遣 プロデュース例② ディナーショー・公演企画 
 エンターテインメント・クラシック®の魅力を存分に味わっていただけます。自主公演・コンサート企画の詳細・写真は弊社HPより是非ご覧ください。 

「殺陣」とのコラボレーションショー 

（2015年） 

クリスマスワインコンサート 

（2016年、六本木コンサートKサロン） 

ニューイヤーコンサート 

（2019年、鹿児島県 城山ホテル） 

ディナーショー 

ディナーショー 

公演企画 

オペレッタ「チャールダーシュの女王」 
（2017年、静岡県 淡島ホテル） 

オペレッタ「Missシカゴ公爵」 
（2017年、千葉県 

勝浦市芸術文化交流センターキュステ） 

オペレッタ「伯爵令嬢マリツァ」 
（2015年、大和田伝承ホール） 

オペレッタ「Missシカゴ公爵」 
（2017年、大和田伝承ホール） 



ボイストレーニング講座＆ミニコンサート 

促進販売・プロモーション企画 

生演奏派遣 プロデュース例③ 講座・プロモーション企画 

東京モーターショー 三菱自動車ブース 

（2013年、東京ビッグサイト） 
ファッションイベントとのコラボ演奏 

（2016年、ペリエ千葉） 

店舗リニューアル記念スペシャルライブ 

（2018年、オリンピック国立店） 



曲目リスト例① （リクエストも承ります） 
クラシック 

≪歌曲・器楽曲≫ 
 
♪アヴェ・マリア 
 （シューベルト、カッチーニ、グノー、マスカーニ等可能） 
♪アヴェ・ヴェルム・コルプス 
♪愛の夢 
♪「カヴァレリア・ルスティカーナ」より 間奏曲 
♪ノクターン（ショパン） 
♪トロイメライ 
♪組曲「惑星」より ジュピター 
♪チャルダッシュ 
♪リベルタンゴ 
♪タイスの瞑想曲 
♪ヴォカリーズ 
 
≪オペラ・オペレッタ≫ 
 
♪「トスカ」より “星は光りぬ“ 
♪「トゥーランドット」より “誰も寝てはならぬ“ 
♪「椿姫」より “乾杯の歌“ 
♪「こうもり」より “シャンパンの歌“ 
♪「メリー・ウィドウ」より “バランシェンヌのシャンソン“ 
  （ラインダンスやカンカン踊りあり） 
♪「ルクセンブルク伯爵」より “老いらくの恋“（ラインダンスあり） 
♪「チャールダーシュの女王」より “ハイヤー、山こそ我が故郷“ 
♪「カルメン」より “闘牛士の歌“ 
♪「伯爵令嬢マリツァ」より “聞こえるジプシーヴァイオリン” 

♪愛の賛歌 
♪枯葉 
♪オー・シャンゼリゼ 
♪愛の小径 
♪パリの散歩道 

 

カンツォーネ 

♪帰れソレントへ  
♪サンタルチア 
♪オーソレミオ 
♪忘れな草 

シャンソン 

ジャズ 

♪アイ・ガット・リズム 
♪Waltz For Debby 

ラテン・タンゴ 

♪ラ・クンパルシータ 
♪イパネマの娘 
♪ボル・ウナ・カベーサ 



曲目リスト例② （メドレーも可能です） 
日本歌曲 

♪落ち葉松 
♪曼珠沙華 
♪さくらさくら 
♪荒城の月 
♪浜辺の歌 
♪赤とんぼ 

平成歌謡 

♪千の風になって 
♪花は咲く 
♪涙そうそう 

昭和歌謡 

♪川の流れのように 
♪人生いろいろ 
♪愛燦燦 

ワールドミュージック 

♪Time To Say Goodbye 
♪Amazing Grace 
♪You raise me up 

ディズニー 

♪「美女と野獣」より  
  “Beauty And The Beast“ ”Be Our Guest“  
♪「アナと雪の女王」より “Let it go“ 
♪「アラジン」より “A Whole New World“ 
♪「ピノキオ」より “星に願いを“ 

ジブリ 

♪「となりのトトロ」より 
  “さんぽ” “となりのトトロ” 
♪「耳をすませば」より “カントリーロード” 
♪「風の谷のナウシカ」より “風の谷のナウシカ” 
♪「もののけ姫」より “もののけ姫” 
♪「崖の上のポニョ」より “崖の上のポニョ” 
♪「天空の城ラピュタ」より “君を乗せて“ 

番組テーマ曲・映画曲 

♪「情熱大陸」より “情熱大陸“ ”エトピリカ” 
♪「ティファニーで朝食を」より“ムーン・リバー“ 
♪「ニュー・シネマ・パラダイス」より メドレー 
♪「グレイテスト・ショーマン」より  
  “This is me“ 
♪「ボヘミアン・ラプソディ」より 
  “We are the champions“ 

♪「キャッツ」より “メモリー“  
♪「オペラ座の怪人」より  
  “Angel of music“  ”Point of no return“ 等 
♪「サウンド・オブ・ミュージック」より 
  “エーデルワイス“ ”全ての山に登れ“ 等 
♪「オズの魔法使い」より “虹の彼方に“ 
♪「ウエスト・サイド・ストーリー」より  
  “トゥナイト“ 
♪「マイ・フェア・レディ」より “踊り明かそう“ 
♪「ポーギーとベス」より “Summer Time“ 
♪「レ・ミゼラブル」より  
  “夢やぶれて“ ”オン・マイ・オウン” 等 
♪「アニー」より “トゥモロー” 
♪「雨に唄えば」より “雨に唄えば” 

ミュージカル 

洋楽 

♪トップ・オブ・ザ・ワールド 
♪My Heart Will Go On 

クリスマスソング 

♪きよしこの夜 
♪赤鼻のトナカイ 
♪O Holy Night 



ご利用料金表 ※各税別 
◎基本料金 

  演奏者1名あたり ２５，０００円～ 

  （演奏時間20～30分程度、拘束時間5時間以内） 

 ※制作スタッフ派遣が必要な場合は別料金となります。 

 ※東京都23区内は交通費込でのお見積りです。 

 

 

 

 

 

 

★価格は、編成・時間・派遣先・ご希望のアーティストによって変動します。 

 ご要望がございましたらお気軽にご相談ください。 

 

弊社が派遣するアーティストは、人々に感動や楽しさを発信し続けてきたプロの演奏家ば
かりです。安心してご依頼ください！！ 
ご要望がございましたらお気軽にご相談ください。 

◎ボイストレーニング講座40分＋コンサート20分 
 （歌手＋ピアニストor音源伴奏） 
  １００，０００円～ 

◎ディナーショー・コンサート等、弊社企画の場合 
  ２人編成 80分  １００，０００円～ 
  ３人編成 80分  １５０，０００円～ 
  ４人編成 80分    ２００，０００円～ 



会社概要 
商号 株式会社ムジカ・チェレステ 

創業 2008年 

創立 2014年5月8日 

資本金 250万円 

役員 代表取締役：佐藤智恵 

顧問 最高顧問： 山下直   （東証一部上場企業・東亜ディーケーケー株式会社創業者） 
渉外顧問： 藤川鉄馬 （元大蔵省局長) 
財務顧問： 木庭稔雄 （リンク・パワー株式会社 代表取締役） 
特別顧問： 柴山三明  (ウイーン音楽研究家) 

協力 法務担当：安田まり子 （安田まり子法律会計事務所 代表弁護士） / 音楽指導担当：坂口卓也 （声楽家） 

所在地 
連絡先 

〒150-0046  東京都渋谷区松濤１丁目８−１６ アトラス松濤3階 
TEL：03-6804-9702  FAX：03-6804-9750  E-mail：info@musica-celeste.com 

商品 
サービス 

「エンターテインメント・クラシック®音楽」で感動と生演奏の魅力をお届けする、がテーマです。 
1. 公演イベントの企画・制作・開催：オペラ・オペレッタ・コンサート 
2. 生演奏派遣                     : ハイクラスで楽しい音楽をお届けするフラッシュ・モブ等の演奏派遣 
3. 音楽教室運営         ：「楽しく明るく気持ちよく」がモットーです。実力次第で公演への参加も可能です。 
4. チェレステ・スタジオ松濤の運営：皆が集まる心地よい空間作り 

取引先 イベント代理店、ホテル、アミューズメントパーク、テレビ番組制作会社、レコード会社など 

取引銀行 西武信用金庫 渋谷営業部 / 三菱ＵＦＪ銀行 渋谷明治通支店 

関連ページ オフィシャルHP       ：https://musica-celeste.com/ 
Facebookページ       ：https://www.facebook.com/MusicaCeleste 
代表 佐藤智恵 オフィシャルHP：https://www.sato-chie.com/ 
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