
International Music Selections

Latin

Jazz

Gospel

Rock/Pop

DJ

French



LATIN

Add a little spice to your event with a Samba 
rhythm or create a relaxing yet fun atmo-
sphere with Bossa Nova tunes.  Both energet-
ic and soothing, Latin music can make your 
event festive in every way.

Possible combinations:
•	 Singer + 1 Musician (Piano/Keyboard or Gui-

tar)

•	 Singer +2 Musicians (Piano+Percussion)

•	 Singer+ 3 Musicians 

(Piano+Percussion+Guitar or Saxophone)

•	 2 or 3 Musicians (Pianist/

Keyboard+Percussion+Guitar)

POP/ROCK

Enjoy golden oldies from the 50’s, 60’s 
and 70’s, or recent top chart tunes. You 
can hear your favorite tunes performed 
live on your special day.

Possible combinations:
•	 Singer only (with karaoke)

•	 Singer +1 Musician (Piano/keyboard)

•	 Singer +2 Musicians (Piano+Bass)

•	 Singer+ 3 Musicians 

(Piano+Bass+Guitar or Percussion/

Drums)

ラテン音楽

アップテンポのサンバ・リズムやさわやかな

ボサノバなどの音楽で楽しく、暖かな雰囲

気を作り上げます。エネルギッシュでなお

かつ癒してくれるサウンドはお祝いやイベン

トの場を盛り上げるのに最適です。

可能な編成:
•	 ヴォーカリスト+ミュージシャン１名(

ピアノ/キーボード、もしくはギター)

•	 ヴォーカリスト+ミュージシャン２名(

ピアノ/キーボード＋パーカッション)

•	 ヴォーカリスト+ミュージシャン３名(

ピアノ/キーボード＋パーカッション+

ギター、もしくはサックス)

•	 ミュージシャンのみ、２−３名(ピア

ノ/キーボード＋パーカッション＋ギタ

ーなど)

ポップス／ロック

５０〜７０年代のオールディーズから最近の

ヒットチャートまで、誰もが知っているポップス

やロックナンバーをご披露致します。

可能な編成:
•	 ヴォーカリストのみ(カラオケ)

•	 ヴォーカリスト+ミュージシャン１名(ピア

ノ/キーボード)

•	 ヴォーカリスト+ミュージシャン２名(ピア

ノ/キーボード＋ベース)

•	 ヴォーカリスト+ミュージシャン３名(ピア

ノ/キーボード＋ベース＋パーカッション/

ドラム)



JAZZ

From standards to contemporary ar-
rangements, you and your guests can 
enjoy an elegant and cool atmosphere 
with Jazz music. Add sophistication and 
a New York feel to your event.

Possible combinations:
•	 Singer +1 Musician (Piano/keyboard or 

Guitar)

•	 Singer +2 Musicians (Piano+Bass or 

sax, trombone, flute)

•	 Singer + 3 Musicians 

(Piano+Bass+Percussion/Drums)

•	 2 or 3 Musicians (Pianist/

Keyboard+Bass+Percussion)

GOSPEL

Like in a movie scene, a gospel singer’s 
heavenly a cappella voice will lead you 
into the chapel. We have a variety of gos-
pel artists who can also sing with a band 
or as a vocal.

Possible combinations:
•	 Singer only (A cappella or with Kara-

oke)

•	 Singer+1 Musician (Piano/keyboard)

•	 Singer +2 Musicians (Piano+Bass)

•	 Singer+ 3 Musicians 

(Piano+Bass+Guitar or Percussion/

Drums)

•	 2 or 3 Singers + 1 Musician (Piano/key-

board)

ジャズ

スタンダード曲からコンテンポラリーなアレン

ジメントまで、エレガントでクールな大人の雰

囲気を演出致します。お洒落で、ちょっとしたニ

ューヨーク気分を味わう事が出来ます。

可能な編成:
•	 ヴォーカリスト+ミュージシャン１名(ピア

ノ/キーボード、もしくはギター)

•	 ヴォーカリスト+ミュージシャン２名(ピア

ノ/キーボード＋ベース、もしくはサック

ス、トロンボーン、フルートのいずれか

一つ)

•	 ヴォーカリスト+ミュージシャン３名(ピア

ノ/キーボード＋ベース＋パーカッション/

ドラム)

•	 ミュージシャンのみ、２−３名(ピアノ/キ

ーボード＋ベース＋パーカッションなど)

ゴスペル

映画のワンシーンのように、	 心に響くゴスペル

シンガーの歌でのお出迎えはいかがでしょう

か？　チャペルの入場場面やイベントのオープ

ニングセレモニーなどのドラマチックな演出に

最適です。ソロまたはシンガー数名、またバッ

クバンドもご一緒にご提供出来ます。

可能な編成:
•	 ヴォーカリストのみ(アカペラ、もしくはカ

ラオケ)

•	 ヴォーカリスト+ミュージシャン１名(ピア

ノ/キーボード)

•	 ヴォーカリスト+ミュージシャン２名(ピア

ノ/キーボード＋ベース)

•	 ヴォーカリスト+ミュージシャン３名(ピア

ノ/キーボード＋ベース＋パーカッション/

ドラム)

•	 ヴォーカリスト２−３名＋ミュージシャン

１名(ピアノ/キーボード)



DJ

DJs are your music masters – they can 
come up with a song menu that will sure-
ly please everyone.  Add a musician to 
play along with the DJ for a new take on 
“live music” and for a trendy, fashionable 
event.

Possible combinations:
•	 DJ only

•	 DJ + Musician (Sax, drums, or flute)

•	 DJ+2 Musicians (Sax, drums, flute – any 

2 combination)*

•	 *Please contact Dagmusic staff for rec-

ommendations of musician combina-

tion.

FRENCH

From the country of passion and love, 
French pop and chanson is the perfect 
music for your wedding, Valentine’s Day, 
or Christmas event.  An excellent choice 
to go with your French meal and cham-
pagne!

Possible combinations:
•	 Singer only (with karaoke)

•	 Singer +1 Musician (Piano/keyboard)

•	 Singer +2 Musicians (Piano+Bass)

•	 Singer+ 3 Musicians 

(Piano+Bass+Guitar or Percussion/

Drums)

DJ

ミュージックマスターであるDJにお好きな音楽

ジャンルをお伝えいただき、オリジナルな特別

メニューをお作り致します。DJだけではなく、ミ

ュージシャンとのコラボレーションも可能です。

ファッショナブルで現代風のエンターテイメント

です。

可能な編成:
•	 DJのみ

•	 DJ+ミュージシャン１名(サックス、ドラ

ム、もしくはフルートなど)

•	 DJ+ミュージシャン２名(サックス、ドラ

ム、もしくはフルートなど)*

•	 *ミュージシャンの組み合わせはスタッフ

までお問い合わせ下さい。

フレンチ・ミュージック

愛と情熱の国からお届けします、フレンチポッ

プスやシャンソンなどの音楽はウェディングや

バレンタインデー、クリスマスなどのイベントに

お進め致します。高級感があり、フレンチのフ

ルコースとシャンパンには最適です。

可能な編成:
•	 ヴォーカリストのみ(カラオケ)

•	 ヴォーカリスト+ミュージシャン１名(ピア

ノ/キーボード)

•	 ヴォーカリスト+ミュージシャン２名(ピア

ノ/キーボード＋ベース)

•	 ヴォーカリスト+ミュージシャン３名(ピア

ノ/キーボード＋ベース＋パーカッション/

ドラム)


