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ハクエイ・キム   (May 6) ジャズピアニスト・作曲家・編曲家
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所属

京都市に⽣まれ、札幌市で育つ。

韓⽇クォーター。5歳からピアノを始める。 

オーストラリア、シドニー⼤学⾳楽院(ジャズ科ピアノ専攻)卒業。

これまでに、札幌シティ・ジャズ・フェスティバル、⾹港インターナショナル・ジャズ・フェスティバル、韓国・光州ワ

ールド・ミュージック・フェスティバル等に出演。 

2016年にはトライソニークで⽶国デトロイト・インターナショナル・ジャズ・フェスティバルに出演。現地オーディエン

スやメディアから⾼評価を受ける。2018年には初のヨーロッパツアーを敢⾏し、フランス、イタリア、ドイツでの公演を

成功させた。 

その他の活動としては、TV東京全国ネット『美の巨⼈たち』のエンディング・テーマや⽇韓合作映画『道〜⽩磁の⼈〜』

(⾼橋伴明監督作品) のエンディング・テーマの作曲、TV朝⽇系列全国ネット『越路吹雪物語』で⼤地真央が歌う主題歌の

編曲、クリスタル・ケイ、新妻聖⼦、綾⼾智恵、平賀マリカ、平⽅元基、川島ケイジ (敬称略)等のレコーディングや編

曲、コンサートでの⾳楽監督等がある。 

現在、国内外を問わず活動中。

DIWより「Open the Green Door」でインディーズ・デビュー。その後、同レーベルより3枚のアルバムをリリース

ピアノ・トリオ「Trisonique/トライソニーク」を杉本智和(b)、⼤槻”KALTA”英宣(ds)と結成

ユニバーサル ミュージックよりアルバム『Trisonique』でメジャー・デビュー

アルバム『A Borderless Hour』リリース

約6年振りとなるソロ・ピアノ・アルバム『Resonance』をリリース

渡辺貞夫の『Sadao with Young Lions』のツアーに参加

ソロ・ピアノ・アルバム『Break the Ice』、DVD『Solo Concerts』リリース

韓国伝統⾳楽ユニットの新韓楽とトライソニークとのコラボレーション・アルバム『HANA』をリリース

フランスを代表するパーカッション奏者、グザヴィエ・デサンドル・ナヴァルとのパリ公演を収めた最新作

『Conversations in Paris』を発表
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Biography

Hakuei Kim was born in 1975 Kyoto, Japan and was brought up in Sapporo. He grew up in a 

family with Korean/Japanese heritage. 

In his late teens he moved to Sydney, Australia and pursues an intense study for jazz and 

improvisation at the Sydney Conservatorium of Music under the tutelage of an ECM artist Mike 

Nock. 

 

During his years in Australia, Hakuei Kim has established himself as one of the prominent 

young talents emerging on the local scene. After recording his debut album “OPEN THE GREEN 

DOOR” (DIW,2005),he relocates to Tokyo and since then, many musical situations have 

unfolded itself. The album has won 4-star rating from the French jazz magazine JAZZMAN. 

“� the profusion of rhythmic ideas, his ease to play dynamics and spaces, to alternate 

movement and suspension, all of this makes us think of guys like Jacky Terrasson and Stephen 

Scott at their debut� The young man has incontestably a great potential and the musicality of 

a genius.” Alex Dulith, JAZZMAN Magazine, France. Dec. 2nd. 2005 

 

He since then has released following albums as a leader or co-leader; 

 

“Home Beyond the Cloud” (DIW/2006) 

“Shadow of Time” (DIW/2008) 

“Trisonique” (Universal Music Japan/2011) 

“Break the Ice” (Universal Music Japan/2012) 

“A Borderless Hour” (Universal Music Japan/2013) 

“Hana” (Verve/Universal Music Japan/2016) 

“Resonance” (Verve/Universal Music Japan/2018) 

 

He has performed at various jazz festivals both in and out of Japan such as; “Yokohama Jazz 

Promenade”(Japan), “Sapporo City Jazz”(Japan), “Hong Kong International Summer Jazz 

Festival”(China), “Gwangju International World Music Festival”(South Korea) and In 2016, 

Hakuei’s trio Trisonique performed at Detroit International Jazz Festival in the United States 

and their performance and repertoire were highly acclaimed by both the audience and the 

critics. 

 

His latest release is titled “Conversations in Paris” (VERVE-UNIVERSAL/2019). A duo album 

which was recorded live in Paris, France in 2018 with a French percussionist Xavier Desandre 

Navarre. 

He is currently based in Tokyo and performs and tours both nationally and internationally.

HAKUEI KIM (Jazz Pianist, Composer, Arranger)


