
 

 
ＭＡＬＴＡ 

 

Profile 
 
 

一段とグイグイ迫るサックスのプレイが炸裂 

 

           そして哀愁漂うサウンドが心を打つ 

               
                  

 
 

 

 
 
 

               

         http://www.malta-jazzclub.com/ 
 
 
 
 



 
 

ＭＡＬＴＡはホットな音楽をお届けします。 
 

ＭＡＬＴＡの音楽には色々な愛が詰まっています。 
 

誰もが持っているあたりまえの優しい気持ち‥‥ 
 

切ないくらいの愛しい、会いたいという気持ち‥‥ 
 

時には怒りになってしまう強い感情‥‥ 
 

人生何かに向かい合う燃える様な熱情‥‥ 
 

ＭＡＬＴＡの音楽には言葉はありません。しかし、夢があります。 
 

人間ならば誰もが持っているこれらの『情』をＳＡＸでお伝えし、 
 

皆様のどこかに共感できるメロディがあれば言葉のイメージに 
 

とらわれる事なく、自由にイメージを膨らませる事が出来ます。 

 



ＭＡＬＴＡ ＰＲＯＦＩＬＥ 

 
13 歳からサックスを吹き始め、66 年より故阪口新氏に師事。73 年に東京芸術大学音楽 

学部器楽科卒業後、バークリー音楽大学に留学。4年の課程を 2年半で習得し、1年半

同校で教鞭をとる。77 年にボストンからニューヨークに進出。デューク・エリントン

楽団（マーサー・エリントン指揮）、チャールズ・ミンガス、ジャック・マクダフ等の 

一流ミュージシャンと共演後、79 年に名門ライオネル・ハンプトン楽団に迎えられ、 

同バンドのリード・アルト兼コンサートマスターに就任。83 年、デビューアルバム

「MALTA」を発表。87 年にはアルバム「SPARKLING」で第 1回日本ゴールド・ディス

ク大賞に輝く。88 年発売の「HIGH PRESSURE」は、全米発売にもなり、大ヒットアル

バムとなる。最新作は通算 33 枚目にして初の吹奏楽共演アルバム「BRASS / MALTA 

With Siena Wind Orchestra」(VICJ-61573)。同スコア集(楽譜)が 2009 年 8 月に出版され

る。2010 年９月には、LIVE アルバム「DROPFLAME～My Hit Song～」と「MY STARDUST

～Jazz Standard～」２枚同時発売すると共に、ショパン生誕 200 年を記念し、11 月 24

日にビクターより通算 36 枚目となるアルバム「MALTA de Chopin」を発売。 

現在、毎年開催される「Fete de la Musique au Japon 音楽の祭日」にて名誉顧問を務

め多くの人に「音楽の楽しさ・素晴らしさ」を伝える。2008 年からは大阪芸術大学の

教授に着任し、音楽理論・アンサンブル等の教鞭をとり、後輩の育成、プロ・アマ問わ

ない音楽発展に尽力するなど精力的な幅広い活動を繰り広げている。そのサックス・プ

レイには観衆のみならず、一緒に演奏した人たちの心 

 

文化教育面では「全日本高等学校選抜吹奏楽大会」で審査員をつとめ”MALTA 賞”が 

１９９１年より設立。全国のアマチュア吹奏楽団・ビックバンドと共演し、青少年の育

成に尽力する。そのサックス・プレイには観衆のみならず、一緒に演奏した人たちの心

に夢と感動を与え続けている。  

 

パワーみなぎるキャラクターで、本・教則本の出版、雑誌への連載、バイクチームの 

監督「マルタ・ワークススポーツレーシング」として毎年国内外のレースに出場するな

ど、ジャズ系アーティストの枠に収まらない精力的な幅広い活動を繰り広げている。 

 

 

 

 

 

 



ＭＡＬＴＡ ＤＩＳＣＯＧＲＡＰＨＹ 

 

１．ＭＡＬＴＡ ＜VICJ-18006＞                                 1983 年 

２．ＳＷＥＥＴ ＭＡＧＩＣ ＜VICJ-18007＞                1984 年 

３．ＳＵＭＭＥＲ ＤＲＥＡＭＩＮ’ ＜VICJ-18008＞           1985 年 
４．ＳＰＡＲＫＬＩＮＧ ＜VICJ-18009＞                              1986 年 

５．ＨＩＧＨ ＰＲＥＳＳＵＲＥ ＜VICJ-18010＞                       1987 年 

６．ＭＹ ＢＡＬＬＡＤＳ ＜VICJ-18011＞              1987 年 

７．ＯＢＳＥＳＳＩＯＮ ＜VICJ-18012＞               1988 年 

８．ＭＹ ＨＩＴ＆ＲＵＮ ＜VICJ-1176＞               1988 年 

９．ＳＡＰＰＨＩＲＥ ＜VDJ-1205＞                  1989 年 

１０．ＭＹ ＦＡＶＯＲＩＴＥＳ ＜VDJ-1231＞             1989 年 

１１．ＥＭＩＳＳＩＯＮ ＜VICJ-23＞                  1990 年 

１２．ＥＸＣＥＬＳＩＯＲ ＜VICJ-80＞                 1991 年 

１３．ＣＯＣＡＧＥ ＜VICP-175＞                    1992 年 

１４．ＮＥＷＳＮＡ－ＡＩＴＳＵ ＜VICP-176＞              1992 年 

１５．ＢＥＳＴ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ ＜VICP-40084～5＞               1992 年 
   （2005 年現在 ＣＯＬＥＺＯ！ＴＷＩＮ ＭＡＬＴＡ ＜VICJ-41303～4＞）  

１６．ＢＥＳＴ ＯＮＥ ＭＡＬＴＡ ＜VICP-8118＞           1993 年 

   （2005 年現在 ＣＯＬＥＺＯ！ＭＡＬＴＡ ＜VICJ-41130＞ ） 

１７．ＭＹ ＳＯＰＲＡＮＯ ＜VICJ-183＞                1993 年 

１８．ＦＥＬＩＣＩＡ ＜VICJ-201＞                   1994 年 

１９．ＷＨＥＮ ＹＯＵ ＷＩＳＨ ＵＰＯＮ Ａ ＳＴＡＲ ＜VICP-8137＞ 1994 年 

２０．ＵＫ ＵＮＤＥＲＧＲＯＵＮＤ ＜VICJ-230＞            1996 年 

２１．ＣＩＮＥＭＡＴＲＩＸ ＜VICJ-60072＞               1997 年 

２２．ＳＵＭＭＥＲ ＢＥＳＴ ＜VICJ-60201＞              1998 年 

２３．ＡＰＡＳＩＯＮＡＤＯ ＜VICJ-60229＞               1998 年 

２４．ＴＨＥ ＢＡＬＬＡＤＳ」 ＜VICJ-60379＞             1999 年 

２５．ＯＮＥ ＭＯＲＥ ＣＨＡＮＣＥ ＜VICJ-60734＞          2001 年 

２６．ＨＡＬＦ ＭＯＯＮ ＳＴＲＥＥＴ ＜VICJ-61088＞             2003 年 

２７．ＭＡＮＨＡＴＴＡＮ ＩＮ ＢＬＵＥ ＜VICJ-61166＞        2004 年 

２８．ＭＡＮＨＡＴＴＡＮ ＩＮ ＢＬＵＥ ｘｒｃｄ２４ ＜VICJ-61172＞ 2004 年 

２９．ＷＩＮＴＥＲ ＢＥＳＴ ＜VICJ-61244＞              2004 年 

３０．ＬＩＶＥ ＩＮ ＪＡＰＡＮ－Jazz Up,Back Up,Dress Up, ＜MBI-2001＞2006 年 

３１．ＢＲＡＳＳ / MALTA With Siena Wind Orchestra ＜VICJ-61573＞   2008 年 



３２．ＤＲＯＰＦＬＡＭＥ ＜DDCZ-1710＞               2010 年 

３３．ＭＹ ＳＴＡＲＤＵＳＴ ＜DDCZ-1711＞             2010 年 

３４．ＭＡＬＴＡ ｄｅ Ｃｈｏｐｉｎ ＜VICJ-61644＞          2010 年 

 

TV・RADIO・FILM  

1985年   「ベスト・サウンド」（NHK 教育テレビ）講師として出演 
「ＴＶグラフィック 42 番街」（TVK神奈川テレビ） 

＊コメンテ－タ－/マルタ・スタジオジャック 

1986 年  「MALTA ザッツ・エンタ－ジャズメント」のパ－ソナリティ          

      (ネット：ABS 放送、西日本放送、ラジオ福島、秋田放送、FM山陰、 

青森放送) 

       「ロック TV」（テレビ東京）で小比類巻かほるとビデオ・ジョッキ－       

1987 年  「紳士同盟」（東映映画）“オンリ－・ユ－”を劇中で演奏・出演          

      「ヤングスタジオ 101」(NHK 総合テレビ)荻野目洋子、芳本美代子、 

南野陽子と司会担当。テ－マ曲“セクシ－ギャラクシ－”を作曲            

1988 年  「アッコのおかしな仲間」（日本テレビ）和田アキコ、井森美幸と 

パ－ソナリティ    

1989 年  「MALTA で NIGHT」（テレビ東京）のメインホストを担当               

       ＊テ－マ曲として“ダンシング・メ－ク・ユ－・スマイル”が使用。 

      「邦ちゃんのやまだかつてないテレビ」（フジテレビ）      

      “山田かつてないバンド”としてオリジナルバンド出演 

  ＊この番組で結成されたやまだかつてないWink のオリジナル曲“T-イン

タ－セクション”がシングル CD 発売 

1990 年  「痛快時代劇・びいどろで候」（NHK総合テレビ）にレギュラ－出演           

      ＊音楽監督も担当、テ－マ曲 として“ビ－ドロ”が使用される 

1991 年  「Do!マ－チング・ワ－ルド」（NHK 衛生放送）司会担当        

      「ときめき夢サウンド」（NHK総合テレビ）'91～ 

      「遠くへいきたい」（日本テレビ/よみうりテレビ系）                 

「日曜はピアノ気分」読売テレビ（大阪）'91 年'96 年～準レギュラ- 

1992 年  「タモリの音楽は世界だ」（テレビ東京） 

＊マルタ教授として出演（'92 年～'94 年） 

1994 年  「ワコ－ル」のラジオ CM作曲/SAX独奏/出演                   

1996 年  「MALTA ピップ ミュ－ジックロ－ド」 

＊テ－マ曲“ロンドン・ファンクション”～'99 年 3 月   

      (ネット:ABC 朝日放送、KBC 九州朝日放送、CBC 中部日本放送)    



      「MALTA と秀香の先制攻撃！」（IBS 茨城放送）～2000 年 3月        

2000 年  「ジャズ・ポップス世界めぐり」（綜合放送） ～2000 年 9 月 

      (ネット:IBC 岩手放送、CRT 栃木放送、ABS 秋田放送、RKC 高知放送) 

2001 年  「ＢＩＫＥ ＳＯＵＮＤ！」（サンテレビ） ～2002 年 10 月 

      「ＦＢＳめんたいワイド６周年記念特番～バリ島おんがく道中！」 

（FBS 福岡放送） 

2003 年  「テント 2003  公園通りで会いましょう～MALTA ウィーク～」 

（NHK-BS ハイビジョン） 

         「首都圏ネットワーク・神奈川県スペシャル」（NHK総合テレビ） 

         「お～いニッポン、今日はとことん鳥取県」（NHK衛生放送） 

2004 年  「ふるさと発～MALTA デビュー20 周年ふるさとに帰る～」 

（NHK 総合テレビ・中国地方５県） 

2005 年  「味わい・ぶらり旅」（RKB毎日放送・他九州 6局ネット） 

 

2006 年  「響け！みんなの吹奏楽」 (NHK 衛生放送)  ～2009 年 3 月 

「ド短期ツメコミ教育 豪腕！コーチング～Sax 対決～」（テレビ東京系） 

＊MALTA（コーチ）／波田陽区（生徒）の勝利！ 

 

2007 年 「ｵｰｻｶｷﾝｸﾞ～ｵｰｻｶ・ｽｳｨﾝｸﾞ・ﾚﾃﾞｨｰｽ Big Band」（MBS 毎日放送） 

     *第１期生 音楽監督 

 

2008 年 「ｵｰｻｶｷﾝｸﾞ～ｵｰｻｶ・ｽｳｨﾝｸﾞ・ﾚﾃﾞｨｰｽ Big Band」（MBS 毎日放送） 

     *第２期生 音楽監督 

 

2008 年 「TVK カウントダウン 2008-2009」（テレビ神奈川） 

     *MALTA Hit&Run 生 Live 放送 

 

2009 年 「あなたの街で夢コンサート」（NHK-BS） 

         *静岡グランシップで公開収録 

 

2009 年 「ちちんぷいぷい 10 周年記念特番」（MBS 毎日放送） 

 

2010 年 「吹奏楽のひびき」（NHK-FM） 

 

※上記は代表番組。音楽・情報・バラエティー他多数の番組にレギュラー＆ 

ゲスト出演中。 



BOOK  

 

[バンドスコア]：（ドレミ楽譜出版より） 

 1985 年・「スウィ－ト・マジック」（SWEET MAGIC）                   

     （アルバム「マルタ」「スウィ－ト・マジック」の 2枚より）  

 1985 年・「サマ－ドリ－ミン」（SUMMER DREAMIN'）                   

 1986 年・「スパ－クリング」（SPARKLING ）         

 1987 年・「ハイ・プレッシャ－」（HIGH PRESSURE ）           

 1988 年・「マイ・バラッド」（MY BALLADS）                   

 1988 年・「オブセション」（OBSESSION）               

 1989 年・「サファイア」（SAPPHIRE）                    

 

[エレクト－ンの楽譜集]：（ドレミ楽譜出版より） 

 1988 年・「MALTA ベストサウンド」                           

 1988 年・「MALTA ベストサウンド」                           

 

[MALTA の自叙伝]： 

 1985 年・「マンハッタン ドリ－ミン」（MANHATTAN  DREAMIN' ）（角川書店）（完

売）        

 

[月刊誌]：（音楽之友社）                        

 1992 年・「バンドジャ－ナル」 “MALTA のホラ、サックスを吹いてみよう！”   

  2006 年・「バンドジャーナル」 “MALTA のジャズ・ポップス実践セミナー” 

 

[教則本]：（音楽の友社より） 

 1995 年・「ジャズ・ポップス サクソフォ－ン入門」                    

 

[MALTA の自叙伝・第２弾]： 

 1999 年・「MALTA のサックス修行一直線」 （音楽之友社より）                

 

[吹奏楽スコア集]：（ハッスルコピーより） 

2009 年・「BRASS / MALTA With Siena Wind Orchestra」 

 

 

 



CM・テ－マ曲  

 

1983 年・「BVD」イメ－ジソング TV・CM“シャイニ－・レディ－”“イブニング・カ－

ム”     

1984 年・「That's」（カセットテ－プ）TV・CM“ミッドナイト・トレイン” 

マルタ自身も CF に出演   

1986 年・「日本たばこ産業 CABIN」 TV・CM“スクランブル・アベニュ－”       

・「三菱自動車・ミラ－ジュ」キャンペ－ンソング“スパ－クリング・ 

ファンタジ－”      

1987 年・「日本たばこ産業 CABIN  」TV・CM“ハイ・プレッシャ－”       

    ・「カネボウ・ルネ－ジュ」TV・CM“スプラッシング・エンジェル ”         

    ・「絆」（NHKテレビドラマ）の音楽担当（昭和 62 年度芸術作品賞受賞）      

1988 年・「日本たばこ産業 CABIN 」TV・CM に “オブセション”           

    ・「オロナミン C」の TV・CMに“セクシ－ ギャラクシ－”        

1989 年・「日本たばこ産業 CABIN 」TV・CM に  “ズ－ム”             

    ・「アジア太平洋博覧会'89」で上映の（夢をかけるバル－ン）テ－マ曲として“フ

ェイス・トゥ・フェイス”  

    ・「野口英世博士記念国際親善センタ－設立キャンペ－ン」（テレビ朝日）のメイ

ンテ－マ曲として“フェイス・トゥ・フェイス” 

    ・「シャ－プ高画質」ハイビジョン・テレビ   CM に“ラバ－・カム・ 

バックトゥ・ミ－”LD 製作 

1990 年・「パシフィック・アイランド・クラブ（P.I.Ｃ）」リゾ－トテ－マ曲 

として“スカイ・ウォ－カ－”   

・「食と緑の博覧会・ちば'90」のテ－マ曲として“フュ－チャ－・ 

トリップ”    

・「結婚まで」山田太一（NHK総合テレビ ドラマ スペシャル）の 

音楽担当     

1991 年・“さよならフォ－ミュラ”と題し F 1 レ－サ－中嶋悟さんに捧げる曲                

として“パッション・フィズ”の CD発売  

・「日本エア-システム・JAS」北海道キャンペ－ンソング TV・CM 

・“プラチナム・ロケット”    

    ・「PIAA」の TV・CMのテ－マ曲として“さよならフォ－ミュラ”        

    ・「鳥取中部ふるさとまつり」イメ－ジソング“あヽひとつ”を作曲             

 

 



1992 年・「いつか王子さまが」フジテレビ・ドラマの背景音楽担当                

     ・「コンチネンタル航空」CF イメ－ジ曲“エア－V（ビッグ・パシフィック）”

CDシングル発売  

     ・「NHK 人間大学」（NHK 教育テレビ）のテ－マ曲を担当         

     ・「ニュ－スなあいつ」（YTV・NTV 系ドラマ）の音楽担当           

     ＊同時に同名のサウンドトラック盤発売 

1993 年・「フル－ツコレクション倉吉'93」(博覧会）テ－マを作曲 

    “パッショネイト・フル－ツ”CD シングル制作   

     ・「'93Japan Kart Festival」（日本初のレ－シング・カ－トの祭典）のテ－マ曲

として「マイソプラノ」より“ブル・ルン・ルン”が使用 

     ・「四天王寺 1400 年祭」テ－マ曲“ベスト・ウイッシュ”（フェリ－シアより）

使用    

1994 年・「素晴らしき地球の旅」魅惑の国 タイランド(NHK 衛星放送)テ－マ・ 

背景音楽担当/出演    

     ・「ワコ－ル」ラジオ CM 作曲/SAX 独奏/出演                      

1995 年・「Kampo sparkling Live'95」(郵政省簡易保険)のテ－マ曲“オンリ－・ユア・

ハ－ト” ＊CD シングルとして発売 

1996 年・「山陰合同銀行」テ－マ曲、従業員組合結成 50 周年記念 

“歩いてみよう、これからも…” CD シングル制作 

     ・「札幌よさこいソ－ラン祭り'96」（極楽トンボ JAL チ－ム）のテ－マを作曲, グ

ランプリをとる 

2000 年・「鳥取県箕蚊屋中学校」創立３０周年記念応援歌   

“Ｖ－青春” 作曲 （作詞：サリー中嶋）          

2001 年・「2001 炎の祭典・阿含の星まつり」テーマ曲   

“Ｓｔａｒ’ｓ Ｆｉｒｅ” 作曲/録音 

2004 年・「打吹き祭り」（鳥取県倉吉市）のテーマ曲 

“ＵＴＳＵＢＵＫＩ ＦＩＥＳＴＡ” 作曲/録音 

2005 年・「内山工業(株)企業ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝﾋﾞﾃﾞｵ～UMC=It’s a Jazz」曲提供/映像出演 

2007 年・「大阪市水道局イメージソング ～ぴゅあら体操」 

    “PURE WATER PYUARA”作編曲/録音 

2010 年・「鳥取県立岩美高等学校」応援歌  作曲 

 

 

 

 

 



ＭＡＬＴＡ Ｈｉｔ＆Ｒｕｎ  BAND MEMBER 

 
布川 俊樹（Guitar）／Ｔｏｓｈｉｋｉ Ｎｕｎｏｋａｗａ 

大学在学中に様々なコンテストで優勝し、82 年プロ活動開始。85 年マルタ・ヒット・エンド・ランに

参加、その後様々なセッションやスタジオで活動するようになる。自己のグループVALISを85 年

に結成し、2003年の解散までに5枚のアルバムをリリー ス。その他、大ヒットした「ウルトラマンジ

ャズ」、ロサンゼルスでレコーディングした「ディパーチャー」などリーダー作多数。教則本、映像も

数多く「ジャズギターの金字塔」はベストセラー。作・編曲でもあり、2000 年より洗足音大講師も勤

める。 

平下 政志（Keyboards）／Ｍａｓａｓｈｉ Ｈｉｒａｓｈｉｔａ 

音楽家の両親の影響を受け 4 歳頃から様々な楽器に興味を持つ。高校入学時からクラシックの

作曲法とピアノを学び、1980年より東京のライブハウス（ピットイン・スイング等）でのライブ活動を

開始。85 年から MALTA BAND のメンバーとしてコンサートツアーやレコーディングに参加。その

後、「Chick Corea」等の教材用ライブラリーをローランドから発売。現在はMALTA他のライブ活動、

音楽制作、音楽学校の講師などを行っている。 

ジーン重村（Drums）／Ｇｅｎｅ Ｓｈｉｇｅｍｕｒａ 

5歳からピアノを始め、中学生時代は吹奏楽部でホルンを吹く。同時期にバンド演奏がしたくなり、

14 歳の頃からドラムでバンド活動を行う。19 歳の頃、大学在学中より「モンデンサウンドクリニッ

ク」の講師となる。その後上京し、海老沢一博氏に師事。様々なセッションに参加し、現在は

MALTA 他多数のアーティストと共演。幅広い音楽性で、ジャンルを問わず、安定したリズムと繊

細かつ大胆なドラミングには高い評価を受けている。 

高瀬 裕（Bass）／Ｈｉｒｏｓｈｉ Ｔａｋａｓｅ 

15 歳頃よりエレクトリックベースを始め、中学～高校時代はハードロックバンドで活動。大学在学

中にジャズに目覚め、コントラバスを始める。鈴木 淳氏、杜 哲也氏（音楽理論）、新日本フィル

の森園康一氏に師事。大学時代はジャズ研に所属せず、大学卒業後、プロとしての活動を開始。

現在参加しているグループは数多く、グルーヴ感を大事にしつつも丁寧なプレイを心がけて、コン

トラバスの特長である、“深みのある美しい音色”を目指している。  

三木 成能（Piano）／Ｎａｒｉｙｏｓｈｉ Ｍｉｋｉ 

幼少の頃よりピアノを習い始め、武蔵野美術大学在学中よりジャズ研で演奏をはじめ、都内ライ

ブハウス等に出演。９８年オムニバス CD「ジャズ新鮮組」への参加をきっかけにライブやツアー、

レコーディング、ラジオ出演等、幅広く活動。現在は自己のユニットの他、数多くのミュージシャン

と共演・アルバムに参加し幅広く活動中。ルーツ音楽院等ジャズスクールで講師も務める。2009

年 11 月、1st アルバム「PURPLE MOON」発売。 

 

 ※メンバーは変更となる場合があります。 



ＭＡＬＴＡ 
Sax 

 
 

Profile 
 

 
13 歳からサックスを吹き始め、66 年より故阪口新氏に師事。73 年に東京芸術大学音楽学
部器楽科卒業後、バークリー音楽大学に留学。4年の課程を 2年半で習得し、1年半同校で
教鞭をとる。デューク・エリントン楽団、チャールズ・ミンガス、ジャック・マクダフ等

の一流ミュージシャンと共演後、79 年に名門ライオネル・ハンプトン楽団に迎えられ、同
バンドのリード・アルト兼コンサートマスターに就任。83年、デビューアルバム「MALTA」
を発表。87年にはアルバム「SPARKLING」で第 1回日本ゴールド・ディスク大賞に輝く。
88年発売の「HIGH PRESSURE」は、全米発売にもなり、大ヒットアルバムとなる。2010
年９月には、LIVEアルバム「DROPFLAME～My Hit Song～」と「MY STARDUST
～Jazz Standard～」を２枚同時発売すると共に、ショパン生誕 200年を記念し、11月 24
日にビクターより通算 36枚目となるアルバム「MALTA de Chopin」を発売。2008年から
大阪芸術大学の教授に着任。後輩の育成、プロ・アマ問わない音楽発展に尽力するなど精

力的な幅広い活動を繰り広げ、そのサックス・プレイには観衆のみならず、一緒に演奏し

た人たちの心に多くの夢と感動を与え続けている。その＜www.malta-jazzclub.com＞そのサ
ックス・プレイには観衆のみならず、一緒に演奏した人たちの心 
 


