黒澤邦彦
30 年以上にわたる中世ヨーロッパ音楽家として
のキャリアに裏打ちされたマルチ・インストゥル
メンタリスト。管弦打楽器をさまざまに操り、ブ
ラジル音楽、ケルト音楽、アラブ音楽、アフリカ
ンポップス、ジャズなど多岐にわたる分野で活動
中。中世ヨーロッパの料理と音楽の宴を全国９
カ所で開催したり、グレゴリオ聖歌合唱団主宰、

Kunihiko Kurosawa

合唱団のために古聖歌アレンジおよびラテン語
詞制作など多彩な経歴を誇る音楽プロデューサ
ー で も あ る。こ れ ま で に AEORUS、NRP
Records 両レーベルから計７枚のリーダーアル
バムを発表。2009 年、満を持して自身のレーベ
ル "tacto rustico" を立ち上げた。

な かもと まさお
engineer/designer
ʼ97 年ネイティブアメリカンフルート、カリンバ、ジ
ャンベやディジュリドゥなど異なる文化圏の楽器
を組み合わせトランシーな音世界を創り出すユ
ニット
『BAKU』
を結成し活動。

We are one of Japan-based independent label
which focus on acoustic-organic-oriented music.
"tacto rustico", the name of this label is in Spanish
which means rustic touch in English. And it comes
from the way of producing our music and/or
based on our style of recording. We really hope
you to enjoy our music products, mp3s, CDs, and
so on. And of course you can get our contents
from our blog, so please join us!

ʼ 02〜ʼ 05 年は演奏活動と並行して、幼稚園や
小学校、障がい者施設などで楽器作りやリズム
ワークショップに取り組む。ʼ 01 年 黒澤邦彦氏
に出会い、ʼ 03〜ʼ 05 年は中世音楽〜民族音楽
まで様々な音楽を素材に、自由なアンサンブルを
生み出す『旅心音楽団』として活動。
ʼ09 年 tacto rustico 立ち上げ当初より CD・ラ
イブの企画制作に携わっている。
また現在は演
奏活動と並行して、Flow Naturally 主催のキッ
ズダンスクラスや親子で楽しむダンスクラスにて
リズムワークを担当している。

Masao Nakamoto
Kalimba, Guitar, Baritone
Guitar, Cajon, Darbuka,
Daf, Gil, Djembe, Conga,
etc.

contact > info@tacto-rustico.net

採 れ た て 新 鮮 ︑鎌 倉 地 ミ ュ ー ジ ッ ク

タクト・ルスティコは湘 南は鎌
倉を拠点とするマイナーでロー
カルなインディ・レーベル︒ラフ
で身軽に録音し︑手軽でお気楽

に mp3
︑アルバムなどのコンテン
ツをリリースする︒そういう軽
快で︑身構えない姿勢を旨とし
て設立されました︒世界のさま
ざまな音楽をモチーフにオリジ
ナルエッセンスを 加 え 作ってい

巡る旅に是非ご一緒下さい︒

く
シ リ ー ズ “Hoboes'
CD
を好評
Favorites Collection”
発 売 中︒音 楽 を 通 して世 界 を

Flute, Whistle, Fork Flute,
Trumpet, Suckbatt,
Keyboard, Guitar, Jimbush,
Tar, Saz, Wind Synth, Psaruterium, Req, Vocal, etc.

同講座講師、FF9 の音楽制作、イギリスの教会
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an adaptation

Vento Maduro

Thula Sizwe

the MoonNotes

Passatempo Para Dois

Marembo2011

シンプルシステム・フルートとギターのデュオ。
アイルランドの名曲を
中心にブルターニュの舞曲やスコティッシュのワルツなどがちりばめ
られ、ステレオ・タイプなアプローチとは趣を異にする今日的で自由
なアレンジが楽しめる。
ケルト音楽への導入部としては最適な一枚。

情熱的で、ダンサブルなビートにのせ、渇いた風のようなフルートの
演奏で、美しい旋律が奏でられる〜全曲書き下ろしオリジナルのブ
ラジル音楽のインスト・アルバム。
ショーロ、ボサノバ、サンバからア
フロサンバまで、
ブラジルの多彩な音楽が楽しめる。

3.11 受けレクイエムをテーマに制作したコーラスグループ マレンボ
の実質 2 作目。
アルバムタイトルにもなっているThula Sizwe は元々
はアパルトヘイトの時の曲だが、震災で心に傷を負った日本へ向け
て歌っている。「国に平穏を。泣かないで、神様が我らを守ってくれ
る。
自由を取り戻そう。泣かないで、神様が我らを守ってくれる。」

a sensation

Masamo Ya Maisha

Kamakura Swing

the MoonNotes

the Afrothumbs with Marembo2010

cuarteto nebulosov

ムーンノーツの第２弾はアイリッシュ、スコティッシュ、ウエールズのエ
アやワルツを中心としたダイナミックでバラエティ豊かな内容。
アレン
ジはレゲエあり、フォークロック調ありと変幻自在、ノリとパワーで押
し切る演奏は必聴。
ケルト音楽の新しい地平がうかがえる力作。

カリンバ中心のサウンドに、意外な楽器や音色の組み合わせを絶妙
に溶け込ませ、納得のアンサンブルを生み出すアフロサムズの２作
目。
コーラスに Marembo2010 を迎え、スワヒリ語による諺や格言
を引用し、人生とスワヒリ語のレッスンをカリンバと楽しもうという意
欲作。

日本でも珍しいジプシールンバのバンド＝Gypsy Groove のルイス
＆マリオを迎え結成したギター・クアルテットによるジプシースイン
グアルバム。時折ジプシールンバのエッセンスやジャズのメローさな
ども交えて、オリジナルな音楽をつくりだす、まさに音楽のジプシー
たちの生命のサウンド。

No Man’s Land

Quiet Vibes

a Globetrotter

CONDIMENTA

the MoonNotes with Yae Koitabashi

Uppon & the Kamakura Deluxe

サズやタール、ジンブッシュなどトルコやイランの珍しい弦楽器とレ
ク、ダフ、ダルブッカ、ジルなどのアラブ打楽器を駆使し、アラビックで
モダンでラスティックなサウンドを生み出すアンサンブル。収録曲は
伝統曲や各国の旋法を用いた即興演奏が主体。

元タンパロンのヴォーカル、小板橋八重をゲストに迎え、全編ケルト
の旋律に、日本語詞を付して、ケルト音楽の世界と小板橋八重の歌
世界の融合を試みた企画アルバム。
同時に SONGBIRDS' FAIR シ
リーズの３作目とも位置づけられている。温かな歌声で静謐な音楽
を聴く。

鎌 倉 Something Record の UPPON（vo.）& 秋 元 勇 気（gt.
cho.）を迎え、30 分で世界一周というコンセプトのもと、勢いにま
かせて？！作り上げた奇跡の一枚。初めて UPPON の歌を聴くひと
は、その独特の世界観に、そして彼をよく知るひとには、また違った
新鮮な一面が垣間みられること請け合い。

a Fogyish Folkie

World’s End Club

Natural Lives

the Flowery Rhymes

TR sound parade -Compilation

Yae Koitabashi & the MoonNotes

全編、
日本語・ポルトガル語で綴られた渚の放浪詩人こと栗沢右近
の作品を取り上げ、美しいバラードからロック調のキャッチーなもの
まで、まさにショーケース的な FR[flowery rhymes] 世界が鏤めら
れている。

Hoboes' Favorites Collection シリーズとして、これまでにリリース
された全８枚から代表的な楽曲８曲を収録したレーベル初のセルフ
＝コンピレーション・アルバム。
いわばサウンド・カタログ的な位置
づけながら、
タイトルの醸し出すイメージを含め、
ひとつの独立したパ
ッケージソフトとしても楽しめる構成だ。

前作 Quiet Vibes がインドア系とすると、Natural Lives はアウトド
ア系。収録曲はどこか懐かしいスコットランドやアイルランドのバラ
ード・フォークソングなど。個性的な 4 人のメンバーによるムーンノ
ーツのオーガニックなサウンドとグルーブが心地良いバンドサウンド
に仕上がっている。

CHAAD

Motherland's Hymns

Tanzanian Rhapsody

the Afrothumbs feat. Kiyoshi Suzuki

Beni Mashamba with Marembo2010

Masao Nakamoto Thumb Piano Trio

アフリカン・ゴスペル、祖国や自然を賛美する歌、など母なる大地に
まつわる歌を集めたアラブ・アフリカ歌舞団＝ベニ・マシャンバの
２ nd アルバム。ゲストにアフリカン・カジュアル・コーラスの
Marembo2010 を迎え、チープでポップでキャッチーなサウンドが
満載。
ライヴで人気『マンボ・サワサワ』収録。

広くアフリカで奏でられる癒しの楽器カリンバを演奏するなかもとま
さおによる初のリーダーアルバム。カリンバをメインに、管楽器とウ
ッドベースのトリオで、
タンザニアの歴史を絵巻物のように、音草子の
ように紡ぐ。揺らぐビートと豊かな音色をゆったりと楽しめる一枚。

a penetration

Hip Trip

アフリカのサウンドやビートにインスピレーションを得て、カリンバ
（親指ピアノ）と西洋楽器のモダンなフレーバーの融合を試みる、ジ
ャズ寄りのワールドミュージック。全曲、セッション・コンポージング
によるオリジナル。

African Love Songs
Beni Mashamba

the MoonNotes

reico

トルコ、エジプト、タンザニア／ケニヤ、南アフリカ、ガイアナ…。
アラ
ブ・アフリカ世界のポップでロマンティックな音楽を素材に、
ギター、
サズなどの弦楽器と打楽器・カリンバ・笛や歌というシンプルな編
成で独自の音世界に仕上げた一枚。

ボウランの宮武理恵を新メンバーに加え、パワーアップしたムーンノ
ーツの新境地は、意外にもオーソドックスなアイリッシュ・ダンス・
チューンの世界。ところどころに彼らなりのひねりが加わってはいる
ものの、珍しくほぼ直球の内容。何も余計なことを考えず、グルーヴ
と選曲の妙に身を委ねて楽しんでいただきたい。

天性のビート感と歌詞を明解に伝える表現力に長けた reico の
1st アルバム。日本語、英語、ポルトガル語詞を歌い分け、躍動感と
現代人の心の機微を描き出す独自の世界を生み出す。土と風と太陽
と海を感じさせるテクスチャを大切に、聴く者の心をウキウキやほっ
こりに導く。

Previous Story...

Desert Flora

a connotation

sunnie

CONDIMENTA

the MoonNotes

ブルージーでジャジーな低い声、アンニュイでクールなムードで、異
色のニューフェイスと期待される女性シンガー・sunnie の 1st. ア
ルバム。
アコースティック・ヴァージョン、バンド・ヴァージョンとそれ
ぞれ趣の異なるバリエーション豊かな楽曲を歌い上げている。

イスラエル、
トルコ、クルド、ギリシャなど広くアラブ世界で愛されてい
るアラビック・フォークダンスの興味深く親しみやすいダンス・チュ
ーン集。日本ではなかなか聴くことが出来ないレアな曲をサズ、ジュ
ンブッシュ、
タールなどアラブ起源の弦楽器とリク、
ダルブッカ、
フレー
ムドラムなどの打楽器を中心に、
ポップに演奏している意欲作。

ケルトの美しい旋律の持つ癒しをテーマにムーンノーツの原点であ
るフルートとギターのドュオに立ち戻って作り上げられた 6 作目。
DADGAD チューニングの 9 弦ギターのきらびやかな響きが アイリ
ッシュフルートの柔らかな音色を包み込み、シンプルでいて味わい深
い独自の世界を創り上げている。
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Masao Nakamoto Thumb Piano Trio

アフリカン・ゴスペル、祖国や自然を賛美する歌、など母なる大地に
まつわる歌を集めたアラブ・アフリカ歌舞団＝ベニ・マシャンバの
２ nd アルバム。ゲストにアフリカン・カジュアル・コーラスの
Marembo2010 を迎え、チープでポップでキャッチーなサウンドが
満載。
ライヴで人気『マンボ・サワサワ』収録。

広くアフリカで奏でられる癒しの楽器カリンバを演奏するなかもとま
さおによる初のリーダーアルバム。カリンバをメインに、管楽器とウ
ッドベースのトリオで、
タンザニアの歴史を絵巻物のように、音草子の
ように紡ぐ。揺らぐビートと豊かな音色をゆったりと楽しめる一枚。

African Love Songs

a penetration

Hip Trip

Beni Mashamba

the MoonNotes

reico

トルコ、エジプト、タンザニア／ケニヤ、南アフリカ、ガイアナ…。
アラ
ブ・アフリカ世界のポップでロマンティックな音楽を素材に、
ギター、
サズなどの弦楽器と打楽器・カリンバ・笛や歌というシンプルな編
成で独自の音世界に仕上げた一枚。

ボウランの宮武理恵を新メンバーに加え、パワーアップしたムーンノ
ーツの新境地は、意外にもオーソドックスなアイリッシュ・ダンス・
チューンの世界。ところどころに彼らなりのひねりが加わってはいる
ものの、珍しくほぼ直球の内容。何も余計なことを考えず、グルーヴ
と選曲の妙に身を委ねて楽しんでいただきたい。

天性のビート感と歌詞を明解に伝える表現力に長けた reico の
1st アルバム。日本語、英語、ポルトガル語詞を歌い分け、躍動感と
現代人の心の機微を描き出す独自の世界を生み出す。土と風と太陽
と海を感じさせるテクスチャを大切に、聴く者の心をウキウキやほっ
こりに導く。

Previous Story...

Desert Flora

a connotation

アフリカのサウンドやビートにインスピレーションを得て、カリンバ
（親指ピアノ）と西洋楽器のモダンなフレーバーの融合を試みる、ジ
ャズ寄りのワールドミュージック。全曲、セッション・コンポージング
によるオリジナル。

sunnie

CONDIMENTA

the MoonNotes

ブルージーでジャジーな低い声、アンニュイでクールなムードで、異
色のニューフェイスと期待される女性シンガー・sunnie の 1st. ア
ルバム。
アコースティック・ヴァージョン、バンド・ヴァージョンとそれ
ぞれ趣の異なるバリエーション豊かな楽曲を歌い上げている。

イスラエル、
トルコ、クルド、ギリシャなど広くアラブ世界で愛されてい
るアラビック・フォークダンスの興味深く親しみやすいダンス・チュ
ーン集。日本ではなかなか聴くことが出来ないレアな曲をサズ、ジュ
ンブッシュ、
タールなどアラブ起源の弦楽器とリク、
ダルブッカ、
フレー
ムドラムなどの打楽器を中心に、
ポップに演奏している意欲作。

ケルトの美しい旋律の持つ癒しをテーマにムーンノーツの原点であ
るフルートとギターのドュオに立ち戻って作り上げられた 6 作目。
DADGAD チューニングの 9 弦ギターのきらびやかな響きが アイリ
ッシュフルートの柔らかな音色を包み込み、シンプルでいて味わい深
い独自の世界を創り上げている。

