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■4/10(金)三宮・サテンドール神戸
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■5/3(日 )高槻JAZZ St.教育会館研修ホール
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■ 6/21(日 )東京・ 学芸大学駅前 珈琲美学
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最新情報はプログのライブスケジュールをご覧 下さい

http:ノノplaza rakuten co.lpノ unechanbasstaP/
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詳しくはプログをご覧 ドさい
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