
初めて聴くのに懐かしい

DNAに刻まれし遠き日の記憶を呼び起こす

ノスタルジー。そして未だ見ぬ異国の地の

情景がまぶたに浮かぶエキゾチズム。

まだ見ぬあの場所へと、旅立とう

国境なき民族音楽を奏でるオリジナル・ジプシースタイル・ユニット

SharkiRoma
シャルキィロマ・ワールドへのご案内

シャルキィロマ

http://SharkiRoma.com



【        】Out line

■ 2005 年　それぞれ異なったバックヤードを持つ 3 人のミュージシャンが巡り会い、シャルキィロ
マが結成される。ダンサー NAHOとのコラボで東京都の公認大道芸師であるヘブンアーティスト
の資格も取得。ライブ活動では、有名ダンサー、ミュージシャンらとのコラボを重ねる。500 人以
上が動員された日本最大級のベリーダンスイベント「東京ラマダーン」に参加。
■ 2006 年　有名ベリーダンサーと民族系バンドの生演奏によるコラボイベント「4 つバンドと8 人
のダンサーの饗演 ハラッカーサ！」を主催・出演し、200 人以上を動員。日本最大級のベリーダン
スイベント「東京イフティファール」に参加。
■ 2007 年　ヴァイオリン担当のメンバー、閔賢基がエジプトに音楽留学。カイロにてアラブ音楽（ム
ジカアラビ）の理論と奏法を学ぶ。
■ 2008 年　超豪華なダンサー＆ミュージシャンによるベリーダンス＆ミュージックイベント「Japan 
Amazing BellyDancers」を主催・出演し、数百人規模を動員。
■ 2009 年　都内を中心に精力的にライブ活動。CD 制作のためのプロジェクトも起動。
■ 2010 年　1st アルバム「WANDERING」をリリース。
■ 2011 年　東日本大震災に接し、義援金チャリティライブを精力的に実施。

アラビック・ミュージックやジプシー・ミュージック、ケルト・ミュー ジックなど、民族音楽と呼
ばれる音楽があります。
そして、シャルキィロマは、その民族音楽に使われる「楽器」を使います。
シャルキィロマは、その民族音楽に使われる「旋法」を使います。
シャルキィロマは、その民族音楽に使われる「リズム」を使います。

そうして紡がれるオリジナルサウンドは、「国境のない民族音楽」です。

もともと「民族音楽」とは、それぞれの土地に根ざし、人々の歴史に育まれた伝承的音楽ですから、
「国境なき…」という言い方は「あり得ない」のかもしれません。
それが「あり得ない」としても、
シャルキィロマは、しばられることなく、音の旅を続けます。

ユニット名は『Sharki＝東の』、『Roma= 人々』の意からヒントを得た造語です。

【        】【        】Career【        】

http://SharkiRoma.com



【        】Member

Hackai（ハッカイ）

担当：ウード（リュートのような形をした
中近東の弦楽器）、ブズーキ（ギリシャ／
アイルランドの弦楽器）、ドフ、エレキギ
ター、プログラミング、他　

元有頂天ギタリスト　

http://hackai.net

畔上昭仁（あぜがみあきひと）

担当：ダラブッカ／ドホラ、（中近東を代
表する打楽器）、ドフ（フレーム・ドラム）、
その他パーカッション、ギター、ボーカル、
他

ユニット・リーダー　

http://azeway.com

閔　賢基（みんけんき）

担当：ヴァイオリン、ラバーバ（エジプト
の弦楽器）、レク（フレーム・ドラム）、ボー
カル、他

昭和音楽大学器楽学科演奏家コースヴァ
イオリン専攻卒　 

http://minkenki.com

●ダラブッカ
エジプト発祥の打楽器。ゴブレット型（聖
盃型）と呼ばれ、その形状から1つの打
面で様々な音色を叩き分けることができ、
ビートの要。ジャンベの元になったとも言
われる。この他ドフ（フレーム・ドラム）、
ドホラなどもプレイ。

●バイオリン
エジプトではカマンガと呼ばれる花形楽
器。閔は2007年カイロにて、アラビック・
スタイルのバイオリンとアラブ音楽（ムジ
カアラビ）の理論と奏法をエジプト、スー
フィーのラバーバ奏者サミール、ワエル、
ウサマ各氏にを師事。

●ウード
中央アジア発祥の弦楽器。リュートやギ
ター、琵琶のルーツ。アラブ音楽では必
須楽器で『弦楽器の女王』とも呼ばれる。
Hackaiは、この他、ギリシヤの弦楽器ブ
ズーキ（マンドリンのような楽器）もプレ
イ。

【          】
http://hackai.net

【          】
http://hackai.net

【          】【          】【          】Instrument【          】

http://SharkiRoma.com



【      】Off er
§§§イベント・パーティ等へ出張演奏いたします§§§

●出演例
・結婚式　・パーティ　・各種イベント　・レストラン・ショー　・ホテル・レストラン

・ライブ・バー／ライブ・カフェ

　などでの演奏を承ります。 
※全て生演奏ですので、大きな会場以外は本格的な音響システムは
必要ありません。また20Wクラスから200WまでのPA機材（音響
機材）を独自で所有しています。運搬、設置、オペレートも自らが行
います。PA設備がない場所でのライブやショーの場合、頻繁に稼動
させています。最大で100人程度の会場なら問題ありません。また、
バッテリー稼動のシステムも所有しているので、電源が確保できない
場所でのパフォーマンスも可能。

●費用
★演奏のみ 

★演奏＋ダンサー

PA機材持ち込みの有無、ダンサーの出演の有無、会場などによって異なりますのでご相談ください。

 ※ご予算に応じてプログラム・メニューを作成いたします。お気軽にご相談ください。 

★出張演奏 
地域への出張演奏も承ります。 

※PA機材（音響機材）も所有しております（別費）。 
※機材運搬のため自動車が必要な場合、別途高速道路料金、ガソリン代、駐車場代を実費にていただきます。

SharkiRomaの
“ライブ”がオススメな理由

結婚式にベリーダンスが
オススメな理由

SharkiRomaの“ライブ”がオススメな理由。ポッ
プス、ロック、フォーク、ジャズなどの出張演奏

者は、比較的数多くありますが、民族音楽をベースと
した出張演奏は、そうあるものではありません。しかも
艶やかなベリーダンスなども一緒に観られるとあれば、
その満足度は高いものと言えます。また、単なる音源
をかけてのショーとは、迫力が圧倒的に違います。

結婚式にベリーダンスがオススメな理由。それは、
そもそもベリーダンスとは、中央アジアに端を発

する踊り。その根本には古代よりの女性信仰があり、『五
穀豊穣』、『多産』、つまり『一家の繁栄』といった思い
が込められています。つまり結婚式において、まさに
新しい門出の新郎新婦にとってはピッタリな“おめで
たい踊り”なのです。

SharkiRomaの“ライブ”がオススメな理由。ポッ 結婚式にベリーダンスがオススメな理由。それは、

http://SharkiRoma.com



【      】Merit
§§§シャルキィロマ・ライブのメリット§§§

●その場をたちまち異国情緒あふれる『エキゾチック空間』へと変えます
　　東京都公認大道芸人『ヘブンアーティスト』ライセンスも保有

会場がどんな場所であれ、演奏が始まったとたん、演奏スタイル、音色はもちろんのこと、衣装（アラブ風、ジプシー風）、
なども含め、会場をたちまち“エキゾチック”な空間に作り上げてしまいます。また、ベリーダンサー『Naho』と共に『ロー

タスダンスラボラトリ』として東京都公認大道芸人『ヘブンアーティスト』の資格を保有しています。

●フォークでもロックでもジャズでもない…、それでも郷愁のある音色が懐かしさを思い出させます

エキゾチックでありながらも、サウンドやメロディは、なぜか懐かしさを感じさせます。それは、あなたの経験した遠い過去
の記憶、あるいは前世に見た潜在意識の中の風景かもしれません…。そんな記憶の追体験ができるサウンドが魅力です。

ありきたりなフォークやロック、ジャズ、ボーカルにはもう飽きた
…お感じならぜひ一度。

●演奏力の高さと柔軟性 !

曲によっては全員がパーカッションを叩くことも。また、畔上
がギターを弾いたり、Hackai が中国の二胡を弾くことも。ま

た曲によっては歌も歌います。担当楽器に固執せず、柔軟に対応
できるフレキシブルさも大きな特徴。

●さまざまなプロ・ダンサーたちとのつながり

ベリーダンスに限らず、舞踏系　等、さまざまな有名ダンサー
たちとのコラボも数多く行っております。出演の交渉や手配

なども非常にスムーズに行うことができます。

●豊富な楽曲数

現在所有する楽曲は、アラブ系楽曲、ジプシー系楽曲、オリジナル、カバーを合わせ 50曲以上あります。また結婚式など
のおめでたいパーティの場では相応の曲をご用意いたします。

●アットホームなトーク

ライブにおいては、パフォーマンスはもとより、時事ネタも含む、ちょっとブラック・ジョークも含んだトークも人気。また普
段見慣れない珍し楽器を使用しているため、その楽器説明なども毎回行っており、大好評をいただいております。

　演奏をして終わり…ではなく、その場をアットホームな雰囲気にすることも得意とします。

●全て生演奏ですので、大きな会場以外は大型音響システムは不要。PA機材を所有

全て生演奏ですので、大きな会場以外は本格的な音響システムは必要ありません。また20Wクラスから200WまでのPA
機材（音響機材）を独自で所有しています。運搬、設置、オペレートも自らが行います。PA設備がない場所でのライブ

やショーの場合、頻繁に稼動させています。最大で100 人程度の会場なら問題ありません。また、バッテリー稼動のシステム
も所有しているので、電源が確保できない場所でのパフォーマンスも可能。

●練り歩き演奏やダイナミックはアラブパーカッションアンサンブル

商店街やホールなどを歩きながら歩きながら演奏する「練り歩き」や、ダラブッカ、ドフ、レクなどアラビックパーカッショ
ンを組み合わせたダイナミックなアンサンブルなど、通常のミュージックバンドではあまり行われない演奏形態にも対応、

SharkiRoma を中心に『ジャパン・
アメージング・ベリーダンサーズ』
を開催。数百人の動員を集める。

http://SharkiRoma.com



●全曲オリジナルによるフル・アルバム

今回のアルバムは日頃ライブで行っている曲に加え、新たに書き下ろした新曲もプラスした
全曲オリジナル10曲を収録。録音、ミックス，マスタリング等をすべてHackai 自宅 (Studio 

Nule) にて行った完全自主制作盤。
基本となるダラブッカ、バイオリン、ウード／ブズーキと、アコースティック編成にシンセ音、
サンプリング・サウンドもプラスし、またゲスト・ミュージシャンとしてクロマチック・ハーモ
ニカ奏者の大井川ミカが 2曲参加することで普段のライブとは違ったサウンドに 仕上がってい
ます。 
単にベリー・ダンスの伴奏音楽ということではなく、音楽作品としての価値を評価していただ
きたい1 枚。 

2010 年 10 月 31日に東京流通センターで開催さえた日本最大級の音楽系同人マーケット『M3』においては、初参加であ
るにも関わらず数時間で 60 枚以上を売り切りるなど（常連でも100 枚～程度）、 各方面からの注目度も高いと言えます。 

　アルバムはオフィシャル・サイトから通信販売で購入できる他、都内各インディーズ CD 取り扱いショップでも販売予定。
またアマゾン、iTunes ストアはじめとしたネット配信サービスではワールドワイドにダウンロード販売中。 

全曲オリジナル、10曲収録 ￥2,000- 
★ネット通販 
販売ページはこちら 
→ http://Sharki Roma.com/2010/10/cd.html 

§§§§聴かれた方々のご感想§§§§
●ケラリーノ・サンドロヴィッチさん

（脚本家／演出家／ミュージシャン）
　あまりに本格的でびっくらした。見くびってた。シブかっこいかっ
たぜ。

●鈴木さえ子さん（ミュージシャン／作曲家）
　朝からかかってる音楽の効果で、我が家は異国情緒にあふれて
おります。楽器のキャラクターって凄いですね。ブズーキでいきな
り脳内砂漠に持って行かれ、今は脳内未亡人になってます。私の好
きなグスターボ・サンタオラーヤを思い出しました。あちらはチャ
ランゴですが。景色が見える音。

●森若香織さん（ミュージシャン＆作詞家：元ゴーバンズ）
　シャルキィロマのアルバム聴いていますなう☆良いねえええ☆気
分は空飛ぶ絨毯に乗ったジプシークイーン☆アリガトウ☆

●水橋文美江さん（脚本家）
　シブくでカッコイイ、まるで映画音楽のようです。

●菊池琢己さん（ミュージシャン／ギタリスト）
　CD 聴きました！。素晴らしいです！。大好きなサウンドです！。
演奏している楽器、ウード素晴らしい音色です。ライブ観たいで
す！。ミックスもローの出し方とか素晴らしいです♪

●RIAさん（シンガー）
　頭っから、景色や色をかき立てるような、そんな世界が広がって
ました。シャルキィロマはストーリーテラーのように、音を紡ぐ。 
遠い記憶か ... 地球のどこかで、今日、誰かに起こった物語なのか ... 
う～ん、生演奏も楽しみ！

●へっけさん（埼玉県）
　国境を越えた音楽というか、そもそも音楽に国境があっては、い
けないと思ってるのですが。そういう壁も枠も取っ払ったところで、

純粋に音楽を楽しんでいると思いました。時々感じられる鬼気迫る、
あの気合は楽器と人と音と真剣に向き合っているからこそのものか
と。

●さえきっくさん（大手広告代理店勤務）
　アルバム聴いてます！風景が浮かびます。どこか別世界に連れ
てってもらってるような。ひとつひとつの楽器の音色が肉感的で気
持ちいいですね。ありがとうございました。次はライブで聴かなきゃ。
踊らなきゃ?　さて、シャルキィロマ聴いて、ひととき旅に出るか。

●ゆかりさん（長野県　ヒプノセラピー・カウンセラー）
　目を閉じて聴きました。不思議なタイムトリップをしている感覚
を覚えました。私は前世療法を通じ、クライアントさんが語るあら
ゆる時代のあらゆる国・場所の風景と人々の営みや思いを感じてき
ました。アルバムを聴いていると、その経験がよみがえってくると
いうか…。古代の異国の石畳や、ランプの光、路地の暗さ、その時
代に生きる人々の暮らしまでが音楽の後ろに感じられるのです。音
楽の背後に感じる風の流れも、現代ではなく古代のものです。さま
ざまな国と時代の空気と匂いが広がっていきました。素晴らしい時
間をありがとうございます。シャルキィロマのファンになりました。

●EIZOさん（フランス　科学者）
ハッカイさんがやっているシャルキィロマの CD が届いたので聴い
ている。以前、日本でライブを聴いたときにはあまり分からなかっ
たけど、今シャルキィロマがなにを目指してるのか、やっと分かっ
たような気がした。確かにそこにはチャレンジする境界があるんだ
なと、思いました。いやあすごい。例えばブルースなら黒人にはか
なわないとか、以前はいろいろ民族音楽をやる上で批判的な意見が
あったような気がするけど、最近はむしろそこに可能性があるよう
な気がする。

【    】CD
§§§CDも好評発売中！§§§

http://SharkiRoma.com



SharkiRoma
シャルキィロマの

出演や演奏の依頼はこちらまで
▼▼▼

neko@sharkiroma.com

Tel&Fax はこちら

丸山商店

担当　丸山　晶代

TEL&FAX　03-5390-4122

東京都北区王子２－１６－８

（水・木定休日）

シャルキィロマ

http://SharkiRoma.com


