
kaDON LIVE Concert Series
OTO GA TATSU | THE SOUND LIVES: A 4-Part Concert Series with Kaoru Watanabe and
Guests

Schedule

Part 1: Saturday, February 6th | Kaoru + Wu Man (pipa) 
Part 2: Saturday, March 6th | Kaoru + Yuta Sumiyoshi (taiko) 
Part 3: Saturday, April 3rd | Kaoru + Tamango (tap dance) 
Part 4: Saturday, May 1st | Kaoru + Kiyohiko Semba (percussion) & Kaori Takahashi
(violin) 

All concerts are one hour in duration starting at:

3:00 PM PT (Los Angeles) 
4:00 PM MT (Denver) 
5:00 PM CT (Chicago) 
6:00 PM ET (Toronto/New York) 
11:00 PM (London)  
12:00 AM (Madrid +1 day)  
8:00 AM (Tokyo +1 day) 
10:00 AM (Sidney +1 day)

Name *

First Name Last Name

Email *

example@example.com

Location *

What City/Country will you be joining us from?

Choose Individual Concerts or Bundle Price

Individual Concerts

$60 Bundle - All 4 Concerts (save $20)

Donate Community Ticket(s)

No Extra Ticket

Donate 1 extra ticket ($20)

Donate 2 extra tickets ($40)

https://form.jotform.com/210147258803149 ←「音が立つ」チケット購入リンク
　　(記載価格は全て米ドルです)

←コンサートシリーズの日程(2021年)
　(日本時間　日曜日　午前8時～9時)

第1回：2月7日　渡辺薫 ＋ ウー・マン(ピパ　中国琵琶)
第2回：3月7日　渡辺薫 ＋ 住吉佑太 (鼓童　太鼓)
第3回：4月4日　渡辺薫 ＋ タマンゴ(タップダンス)
第4回：5月2日　渡辺薫 ＋ 仙波清彦 (パーカッション)　
　　　　　　　　　　　＋ 高橋香織(バイオリン)

※各コンサート後、更に30分程度アーティストの方々と
視聴者の皆さまが交流できる時間を設けます。質問の
ある方や、もっと話を聞きたい方は是非そのままお待ち
下さい。日本語での質問も大歓迎です。

←半角英字にて、First Nameにはお名前 (例: Hanako)、
Last Nameには (例: Yamada)を入力して下さい

←半角英数字にて、ご本人のEmailアドレスを入力して下さい (こち
らにコンサートの視聴リンクが送信されます)

←半角英字にて、ご本人がお住まいの都市/県と国を入力して下
さい (例: Tokyo, Japan)

←コンサートシリーズを別々に購入する場合はIndividual Concerts
をクリックし、表示されるリストよりお好みのコンサートを選択
して下さい (各$20)。4回シリーズをまとめて購入する場合は＄60 
Bundleをクリックして下さい ($20割引)

←コンサートを視聴したいけれども、コロナ禍で予算的に厳しいと
いう方へチケットをプレゼントしませんか？
No Extra Ticket　→　無し
Donate 1～4 extra tickets (1～4枚チケットを寄付する　各$20)



Donate 3 extra tickets ($60)

Donate 4 extra tickets ($80)

Photo/Video Release Form *

Photo/Video Release Form. I am aware that the planners of this event may hire
professional photographers or videographers to capture the event. I grant permission
to Miyamoto Unosuke LLC, kaDON and its agents and employees the irrevocable and
unrestricted right to reproduce the photographs and/or video images taken of me, or
members of my family if present, for the purpose of publication, promotion,
illustration, advertising, or trade, in any manner or in any medium. I hereby release
kaDON and its legal representatives for all claims and liability relating to said images
or video. Furthermore, I grant permission to use my statements that were given during
an interview or guest lecture, with or without my name, for the purpose of advertising
and publicity without restriction. I waive my right to any compensation.

Please verify that you are human *

reCAPTCHA
I'm not a robot

Privacy  - Terms

Total Price

0  USD
Description

Credit Card

First Name Last Name

Credit Card Number Security Code

Expiration Date Postal Code

Card Number CVV

MM/YY Postal

eNewsletter Permissions

Sign up for our email list to hear about kaDON’s latest content releases and other
news.

SubmitSubmit

↑このコンサートシリーズはZoom上でのイベントです。
配信中における視聴者様の映像・画像・発言を主催者が
マーケティング目的で使用する事に同意・免責される事
を確認するため、ボックスにチェックをお願いします

←こちらにご購入の合計金額が自動的に表示されます

←半角英字にて、First Nameにはお名前 (例: Hanako)、 
Last Nameには (例: Yamada)を入力して下さい

←半角数字でCard Numberにクレジットカード番号(ス
ペース無し)を、CVVにカード裏面にある3桁のセキュリ
ティコードを入力して下さい

←MM/YYにカードの有効期限を、Postal Codeにはご利用
カードに登録した住所に付随する郵便番号を入力して
下さい(ハイフン・スペース無し)

←お支払い: クレジットカード情報の入力。カード名義人様の情報を入力して下さい

↑主催者より定期的にニュースレター(英語)を受信されたい方はこちらの
ボックスをチェックして下さい

←全ての入力事項をご確認の上、Submit(送信)をクリックして下さい。
上記で入力されたEmailに確認メールが届きます。コンサートの視聴
リンクは各回前日～当日にEmailでお届けします。

問い合わせ先：　info@kadon.com (吉田まで)

↑ロボットではない事を確認するため、こちらのボックスにチェックをお願いします

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/terms/



