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Let's Enjoy The Live Houses

GUNNERS
爆紅

ザムツキ
THE DUTCH

おじょう
ロッキン幕府

GRANDNUDE
Cool Runnings

BLANKGARDEN

六本木特集
六本木周辺で活動する
アーティストを直撃!!

THROW
pick up artist of this month



2

凄い奴ら怖い奴らと戦いたい
ＴＨＲＯＷ（スロウ）
G&Vo・野村金吾　B・福光　睦　Dr・石田　要

http://sound.jp/throw 
今のメンバーは昨年末に結成。それぞれの活動経験を生か

した凄いバンドが誕生した。
ブルースロックをコンセプトに持っている彼らだが、あえ

て「70年代ＪＡＭの雰囲気でモダン的やきとりロック」と
彼らは自分達のサウンドを称する。「無茶」という彼らのライ
ブはまさにＪＡＭ感覚。演奏している彼らの顔は今を楽しん
でいる表情で、お客もつられて体を動かさずにはいられなく
なる。そんなお客のノリをみてセットリストにない曲を演奏
したりすることもあるという。G&Voの巧みなテクニック、
時たまシャウトする歌声。Bのチョッパーの心地よさ、Dは
懐の深さからくるダイナミックかつ繊細なスティックさばき。
彼らは「自分達の軸がぶれないように、タチ悪く活動してい
きたい」と語る。単純な3Pバンドでありながら耳にそして
心に残るサウンドは是非体感してもらいたい。

INTERVIEW
Pick up artist

information
9/03 六本木・Y2K ROPPONGI
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サポーターがスパイス！
Vo・石田美穂子　G・立見　暁　B・土居良平　Dr・新田浩平

プレミアリーグの名門アーセナルの
ファンクラブから名前をとった
「GUNNERS（ガンナーズ）」。現役女
子サッカー選手、石田美穂子をボーカ
ルにサッカーと音楽の共存を目指して
いる。ステージには常にサッカーボー
ルがメンバーの一員として存在する。
彼らの音楽はポップロックで、楽曲は
頑張る全ての人への応援歌でもある。
石田のスポーツ選手ならではのパワフ
ルな歌声を引き立たせるバックの音も
お客を魅了する。平常心を持ちつつ、

時には激しく、時には優しく耳に入っ
てくるメロディは心地良く、知らずに
体が動いてしまう。お客をサポーター
として捉え、ホーム、ビジターの境目
無く汗を流し、同じ空気を吸うことで
「お客さんが店を出た時に元気になって
いて欲しい」という彼らは「プレイヤ
ー、サポーター全員がグルーヴした時、
感動を共有できた時が最高の瞬間」と
いう。シーズンオフがない彼らの力を
120％引き出すサポーターは貴方だ。
さぁ応援に駆けつけよう！

http://blog.livedoor.jp/gns_tatsumi/

GUNNERS
GUNNERS
GUNNERS

いつも爆発しようぜ！
Vo・麗羅　G&Vo・タカユキ　B・葵　Dr・剣次

爆紅のライブ（集会）は、バンド名から
も見ても分かるように「爆発」が全て。メ
ンバーが口をそろえて「いきざまROCK」
という彼らのサウンドを聴けば集会に参
加したファンの体は自然と動き出す。音と
はギャップのあるメンバー個々の性格も
加味してファンの心を掴んで離さない。お
台場の野外フェスにも常に出演し爆紅旋
風を巻き起こしている。8月5日に行われ
た爆紅主催の「東京爆音連合総会」も10
月8日には第二回を迎えるので、悶々とし
た日々を送っている人は会場に足を運ん

で自分を爆発させてみよう。総会終了後
に総長（タカユキ）、麗羅がアンケート用
紙を貴方に手渡しに来る。自然と彼らを
喜ばせるコメントが書かれることだろう。
「皆で協力し合ってインディーズシーンを
盛り上げていこう！」という彼らは今レコ
ーディング中。「集会を想像できるような
CDに仕上げたい」という。来年1月には
全国発売になるので是非手に取って頂き
たい。
information
10/08 赤坂・L@N Akasaka

http://www.bakubeni.com

爆紅爆紅爆紅

一回会ったら一人じゃないよ
G&Vo・ハマムラタダシ　G・シカタ　B・ヤッコ　Dr・イズミノブタカ

2005年6月から活動を開始したザム
ツキ。バンド名はメンバー4人が出会った
のが6月、つまり睦月から取ったという。
自分達の音楽は「歌ものROCK」である
という通り、ボーカルの言葉をはっきり伝
える歌唱力は、聴いていて違和感なく耳
に届く。そして何らかの形で私達の心に
残る。それを証明するのはライブ！「ライ
ブに来たファンの皆にプラスでもマイナ
スでもいいから心打たれて欲しい。辛い
時や悲しい時、悩み事がある人達がいた

ら希望を見出してあげたい」というザム
ツキ。彼らのいう「上手くはないけど楽し
いライブ」で情熱を生で感じて欲しい。
毎週火曜日は、吉祥寺駅周辺で20:30頃
からストリートライブを行っている彼ら
を身近で聴けるチャンスだ。女性ベース、
ヤッコの表情にも注目だ。
information
8/30 下北沢・GARAGE
9/07 渋谷・CRAWL
9/18 下北沢・屋根裏

http://www.freepe.jp/i.cgi?zamzki

ザムツキザムツキザムツキ



4

貴方の悶絶を浄化します
Vo・和情久美　G・小靖有祐　B・乙条悠史　Dr・烏成俊介　Key・緒丈鞘花

金沢出身のボーカル久美を中心に歌
謡曲のような分かりやすさと、現代の
悶々の日々をテーマにじっくり歌い上
げる昭和歌謡系華族バンド「おじょう」。
ボーカルのチョット癖のある歌声を

最大限に活かす演奏は昭和歌謡、JAZZ、
ROCK、POPSの要素を取り入れた独特
のサウンドで多くのファンの支持を得
ている。人間の悶絶、葛藤を表現してい
る楽曲は、分かりやすく奥が深い。「道に
迷っているなら寄ってらっしゃい、見て
らっしゃい」と語る久美の言葉を信じて

ライブに行ってみると違った世界が開
けることだろう。
「グッときたら何でもあり、カッコよけれ
ば何でもあり」、「最近自分達らしさが出
てきた、活動の成果が現れてきた」とい
う「おじょう」は野外フェスから海外進
出を目指し今日も『和が道』を突き進む。

information
8/23 高田馬場・CLUB PHASE
9/16 赤坂・L@N Akasaka（おじょう企画）
9/29 蔵前・KURAWOOD

http://sound.jp/ojyo

おじょうおじょうおじょう

キモ格好いい僕らと笑顔に！
G&Vo・村上竜介　G&cho・前田和哉　B&Vo・澤村直毅　Dr&cho・和田翔太

2004年4月1日、弱い人間が集まり、歌
ものJ－POPバンド「THE DUTCH」が
誕生した。
「自分達の音楽で人の心を動かすこと」
を目標に、リアルに描いた楽曲を、ステ
ージでは、さらにリアルにパフォーマン
スする事によって、お客は日常にある大
切なことを気づかされるだろう。飾り方
を知らないメンバーの作り出すステー
ジは、「何より歌詞を聞き入ってもらいた
い」というとおり、顔が崩れても歌詞は
崩れず伝わってくる。そんな歌詞も人間

の格好悪い部分、弱い部分を分かりやす
く表現している。色々な音楽を聴き、ラ
イブ後のアンケートを参考にしながらの
練習は、「いかに自分達の曲を素直に聴
いてもらえるかを中心に考えている」と
言う彼ら。悩みを持つ人、持たない人、是
非ライブに行ってみよう。帰りにはきっ
と知らぬ間に笑顔が生まれているはず。
information
8/30 渋谷・Club Asia P（自主企画）
9/06 下北沢・GARAGE
9/08 学芸大学・MAPLE HOUSE（自主企画）

http://ip.tosp.co.jp/i.asp?i=murakame0310

THE DUTCH
THE DUTCH
THE DUTCH

一度ライブに来てくれたらギャフンと言わせてあげます！
Vo・伊達眼鏡　Vo・石川土左衛門　G・悪伊直弼　B・どうしよう平八郎　Dr・子連れオーガニック

ライブではメンバー全員が着物を身に
まとい、ツインボーカルによる横文字禁止
の歌詞で、ロックにとどまらず、ミクスチャ
ー・歌謡などの要素も取り入れ、ド派手な
パフォーマンス、おもしろMCを打ち出す
「ロッキン幕府」。
ジャンル的にはラップ（活弁）という彼ら
だが、意識的に古い言葉を使い、ビートの
効いたサウンドは、まだ彼らを知らない音
楽ファンも受け入れ可能だろう。
ライブ(宴)には泣き笑いがある。コント（寸
劇）などもあり、お客の反応を見て臨機応

変に対応するステージは飽きがこない。「打
ち込み（SE）を入れたら音楽的膨らみが持
てるかもしれない」と言う彼らは個々のレ
ベルアップを図り、「将来バンドとしてだけ
ではなく音楽業界のプロになりたい」と意
欲満々だ。四季の歌を作っているが、夏の
曲は来年の夏まで演奏しないというこだわ
りのステージを是非味わってみよう。

information
9/02 赤坂・L@N Akasaka
9/05 赤坂・L@N Akasaka（自主企画）

http://www016.upp.so-net.ne.jp/rockin-
bakufu

ロッキン
幕府

ロッキン
幕府

ロッキン
幕府



体脂肪5％の表現力を聴いてください
B&Vo・飯田崇幸　G・近田浩一　G&Cho・宮本直貴　Dr・弓場智喜

2003年結成、メンバーチェンジの末
2005年2月今のメンバーで活動を始め
たBLANKGARDEN。何もない庭、焼け残
った平地という意味で「何も無いゼロから
でも人は何かを作り出せる」と信じて名付
けられ、「my song for your life」をコン
セプトに体脂肪5％のボーカル飯田の独
自な世界観を3人で引き立てている。メン
バーは「飯田に付いていく」と結束も堅い。
ギターロックと位置づける彼らの楽曲は
心地良く耳に届くことだろう。そんな彼ら
のライブは、まるで遊園地で癒されるかの

ようだ。気まずくなったカップルも帰り際に
は仲良くなっている、そんなライブをこの
夏経験して欲しい。
「100万人の人が聴いてくれなくてもいい、
一人の人が100万回聴いてくれるような楽
曲を提供できるよう心がけています」とい
う彼らは「身の丈に合ったステップを踏んで
実力を付けていきたい」と将来を見据えた
活動を今後も地道にしていくことだろう。

information
8/27 六本木・Y2K（ワンマン）
9/28 代々木・ザーザス

http://www.blankgarden.net

BLANKGARDEN
BLANKGARDEN
BLANKGARDEN
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痛みも傷も力に変えて！
G&Vo・鈴木　俊　G・ウルフ　B・リョウ　Dr・スギモトカツヒコ

メンバーの大学卒業までという期限付
きであったため2006年6月に現在のメ
ンバーで再スタートをきったCool Runni
ngs。
「心に響く音楽」をコンセプトにキャッチー
なメロディにシンプルなメッセージを込め
る自称「エモポップロック」を展開している。
鈴木のやりたい音楽に共感共鳴した現メ
ンバーで「2年後にはフェスのステージに
上がっていたい」という彼らは今年9月末
のCD発売に向けて7月末からレコーディ
ングに入る。しかし、「自分たちはあくまで

もライブバンド」と言うとおり、お客さんに
「元気が出た」と言われることが「もっとい
い曲を聴かせたい」と彼らの向上心に火
を付けるのであろう。
「言葉をしっかり伝えることで、心に傷を持
った人を元気にしていきたい」という彼ら
の曲は、あくまでも演奏者でいたいという
確固たる信念の表れだろう。理解するに
はライブへ行くしかない。
information
☆9/03 六本木・Y2K ROPPONGI
10/01 六本木・Y2K ROPPONGI（レコ発）

http://ip.tosp.co.jp/i.asp?i=CoolRunnings

Cool Runnings
Cool Runnings
Cool Runnings

ヒューマニズムを感じろ！
G&Vo・Sally G・誠　Dr・@nija B・渡辺ハジメ（Support）

2001年4月より新宿、渋谷を中心に
活動を開始したGRANDNUDE。6年目
に入りサウンドにも益々磨きがかかり観
客を虜にしている。昨年には満を持して
フルアルバムをリリース、ロックシーンに
GURANDNUDEの名前を刻み込んだ。
普段はだるダルしている彼らだが「ライ
ブではパフォーマンス＆全てが完璧」と
いうステージは、欲張りとも言える確固
たる自信に裏打ちされたものだろう。曲
によってテーマがあり、そんな曲を聴い
た「お客さんのいい笑顔がみたい、お客

さんと共感したい」というライブに足を
運んで欲しい。
自分達にとって音楽とは？「死ぬ時に出
ると思う」と答えた彼らはこの夏ツアー
30本を組んでいる。9月30日ファイナル
を迎えた時、「自分たちの音楽を確立し
たい」という夢に一歩近づくに違いない。

information
8/26 神楽坂・DIMENSION（ワンマン）
9/14 吉祥寺・Planet K
9/18 大塚・Red-Zone

http://members.jcom.home.ne.jp/grandnude

GRANDNUDE
GRANDNUDE
GRANDNUDE
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このページの見方

地区

新
宿

店名

URL 最寄り駅

電話番号

料金

客席数
立：立ち見
座：座席

ジャンル
AG…アバンギャルド　AT…オルタナ　AC…アコースティック　CL…クラシック　FU…フュージョン
JZ…ジャズ　HC…ハードコア　HM…ヘビメタ　PP…ポップス　PR…ポップロック　PU…パンク　
RB…リズム＆ブルース　RC…ロック　WM…ワールドミュージック　ALL…オール

利用条件 8月のピックアップアーティスト出演情報、料金

8/05
8/06
8/19
8/27 

There are 97 venues in this magazine!
Which one would you choose to party tonight.

There are 97 venues in this magazine!
Which one would you choose to party tonight.

LIVE INN PEAK-1
03-3720-0190
大岡山
www.peak-1.net/

●立200人
●座80人
●Drink ¥300～
●Food ¥300～

ALL ●ノルマ¥1,500×15枚
16枚目以降60%バック
●オーディション無

LUSH!! 料金未定
カルヴォ道場 料金未定
重ちゃんのライブやるぞ! 料金未定
重ちゃんのライブやるぞ! 料金未定

CLUB TOP'S蒲田
03-3739-0596
蒲田
www.tops-live.net/

●立80～100人
●座
●Drink ¥500～
●Food ¥600～

ALL ●要問い合わせ 江尻企画 ￥1,800+1D
METAL NIGHT vol.2 ￥1,500+1D
MUSIC FAMILY ￥1,800+1D
Spin Out Jenny ￥1,800+1D

大
田

9/09
9/17
9/23
9/24

9/08
9/09
9/15
9/30

SAVA ￥2,000+D
アーバンシティブルースOch ￥2,000+D
高木のぶゆき/早坂仁 ￥2,000+D

9/03
9/22
9/29

渋
谷

9/07
9/08
9/09
9/18

9/02
9/07
9/13
9/18

UNIT
03-3464-1012
代官山
www.unit-tokyo.com

●立500人
●座150人
●Drink
●Food 

ALL ●要問い合わせ
●箱貸しメイン

9/14
9/18
9/27
9/30

POMERANIANS/他 ￥2,800+1D
bouNIT vol.4 要問い合わせ
KODAMA & THE DUB STATION BAND ￥4,200+1D
VENUS PETER ￥3,500+1D

live house Loop
03-5774-4325
渋谷
www.live-loop.com

●立120人
●座
●Drink ¥500～
●Food 

S, J中心
ALL

●要問い合わせ

Shibuya O-Crest
03-3770-1095
渋谷
www.shibuya-o.com

●立230人
●座80人
●Drink ¥500～
●Food 

ALL ●要問い合わせ

アンコールトム企画太華出演 ￥2,500+1D
JazzyLife 1周年企画 ￥2,500+1D
metro trip企画 ￥2,500+1D
KEEP ￥2,500+1D

神山みさ ￥3,500+1D
佐藤嘉風 ￥2,800+1D
MINAMI ￥3,300+1D
大満月 ￥3,500+1D

●立200人
●座120人
●Drink ¥200～
●Food ¥200～

PP
RC

●参加費平日¥25,000土日
¥35,000（¥1,200チケット50
枚付。チケット代金100%バ
ック）●オーディション無

国立リバプール
042-577-2577
国立
www.bekkoame.ne.jp/̃liverpool/

国
立

Morgana
042-323-7467
国分寺
www.h2.dion.ne.jp/̃morgana/

●立100人
●座40人
●Drink ¥350～
●Food ¥100～

RC中心
ALL

●ノルマ¥1,000×20枚
（平日）
●オーディション無

「KEEP ON ROCKIN'」 詳細未定
天王洲アイル（仮） ￥1,000+D別
aiz ￥1,300+D別
「国分寺超☆伝説 Vol.5」 ￥1,200+D別

9/08
9/15
9/23
9/29

国
分
寺

ライヴハウス○○○
00-0000-0000
新宿
www.xxxxxx.jp/

●立170人
●座300人
●Drink ¥600～
●Food ¥300～

ALL ●オーディション無
●要問い合わせ

xxxx xxxxxxxxxxxxx ¥2,000+1D
xxxx xxxxxxxxxxxxx ¥2,000+1D
xxxx xxxxxxxx ¥1,000+1D
xxxx xxxxx ¥1,500+1D

9/04
9/13
9/23
9/26

duo MUSIC EXCHANGE
03-5459-8716
渋谷
www.duomusicexchange.com

●立1,100人
●座300人
●Drink 公演により異なる
●Food 

ALL ●要問い合わせ MESSAGE vol.2 ￥1,500+1D
LEGEND OF ROCK vol.13 ￥4,000+1D
Weekend session 料金未定
accidenti 料金未定
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Live House in Tokyo City

9/03
9/06
9/07
9/23

●立400人
●座160人
●Drink ¥500～
●Food ¥200～

ALL ●要問い合わせ

●立120人
●座60人
●Drink ¥500～
●Food ¥500～

ALL
（RCなし）

●ノルマ¥2,000×15枚
●オーディション無

9/06
9/15
9/22
9/24

●立300人
●座
●Drink ¥500～
●Food

ALL ●ノルマ¥1,800×20枚
●オーディション無

9/13
9/26
9/19
9/23

FAB
03-5772-8566
表参道
www.fab-web.net/

SHIBUYA PLUG
03-5428-9188
渋谷
www.shibuya-plug.tv

チェルシーホテル
03-3770-1567
渋谷
chelseahotel.jp

ミスゴブリン ￥3,500+1D
内田勘太郎 ￥5,000+1D
iyiyim ￥3,500+1D
陣内大蔵/榊いずみ　ゲ)大江千里 ￥4,500+1D

y.k.ユナイテッド 料金未定
THE BOTS ￥3,000
辻斬/マシリキ/and more ￥2,000
新井仁,松本素生,曽我部恵一 ￥3,000

West/Rock/Woods ￥2,000+1D
VOTOM ONEMAN ￥3,000+1D
松岡英明/K-Bros./他 ￥2,000+1D
炎(雷太×林幹×よしうらけんじ) ￥3,000+1D

●立184人
●座140人
●Drink ¥500～
●Food ¥500～

RC
PP

●オーディション有
（不定期）
●ホールレンタル

コモリタミノル/大久保好子 ￥3,500+1D
ビューティフルハミングバード ￥3,500+1D
VOCE! ~4you~ ￥5,000+1D
三浦和人 ￥4,500+1D

Blue Jay Way
03-5785-1148
原宿
www.bj-way.com

9/01
9/13
9/17
9/23

●立350人
●座120人
●Drink ¥300
●Food 

ALL ●要問い合わせ 三宅伸治/杉山章二丸/川上剛/ ￥4,500+D
平野昌也/大島賢治/高橋Jr.知治
/ゲスト：白井幹夫
久松史奈 ￥4,300＋D

初台LIVE-BAR The DOORS
03-5350-5800
初台
www.livebar-the-doors.com

9/01

9/15

●立300人
●座
●Drink ¥600～
●Food 

RC
ALL

●オーディション有
●要問い合わせ

KILLING SKILL48 料金未定+1D
SURVIVE,OATHEAN ￥2,500+1D
宇宙戦隊ノイズ　ワンマン 料金未定+1D
マシリト企画/w.eleki他 ￥2,300+1D

渋谷CYCLONE
03-3463-0069
渋谷
www.yaneura.co.jp

club asia P
03-5458-2551
渋谷
www.clubasia.co.jp

●立250人
●座120人
●Drink ¥500～
●Food

ALL ●ノルマ¥2,000×15枚
●オーディション無

COMING SOON ￥2,500+1D別
mgova ￥2,500+1D別
ミルクぼうや/クララベル ￥2,500+1D別

DRUG STORE ￥2,500+1D
スリービーラインワンマン 料金未定
ストロボ ￥2,500＋1D
Lubber in Faith ￥2,000＋1D

SHIBUYA DESEO
03-5457-0303
渋谷
www.deseo.co.jp

●立300人
●座150人
●Drink ¥500～
●Food 

ALL ●要問い合わせ 9/03
9/06
9/10
9/16

9/09
9/16
9/18
9/30

9/02
9/03
9/10

渋
谷

●立150人
●座70人（前後）
●Drink ¥500～
●Food

ALL ●ノルマ¥1,600×20枚+機
材費¥1,000
●オーディション無
●深夜レンタル有

マグロジェット企画 ￥1,800+1D
ブルボンズフリーワンマンライブ FREE+1D
yellow peril企画 ￥1,800+1D
Arise in Stability企画 ￥1,500+1D

●立
●座60人
●Drink ¥400～
●Food ¥300～

AC
JZ
etc.

●オーディション無
●要問い合わせ
●ブッキング、イベント
（箱貸し以外は）ノルマ無

detune./月球/etc ￥2,500+(D別)
黄金の手企画 ￥2,500+(D別)
大森洋平/山口晶/声音人石田匠 料金未定
鬼頭径五/山田晃工/塚本晃 料金未定

渋谷club乙ーkinotoー
03-3780-1010
渋谷
kinoto.jp/

渋谷 7th FLOOR
03-3462-4466
神泉
7thfloor.web.fc2.com

9/03
9/16
9/23
9/30

9/09
9/10
9/18
9/30

slinky records ￥2,000+1D
''Let's go!'' DDT/マッハ/他 ￥1,800+1D
TWILIGHT５周年イベント(~/19) 料金未定
''Go this way'' ￥1,800+1D

9/01
9/02
9/15
9/30

SHIBUYA 24 GIG-ANTIC
03-5466-9339
渋谷
www.gig-antic.co.jp

●立40人●座40人
●オールスタンディ
ングの場合150人
●Drink ¥500～

PU
HC
MX
RC

●ノルマ¥1,500×20枚
●オーディション有
●要問い合わせ

「Find you」arie ￥3,000+1D
宇宙戦隊NOIZ ￥2,500+1D
SECADE/etcﾉ 料金未定
elliott LIVE2006 ￥3,000+1D

9/06
9/15
9/27
9/29

LIVE STAGE Guilty
03-3770-1130
恵比寿
www.guilty.ne.jp

●立300人
●座100人
●Drink ¥500～
●Food 

PR ●ノルマ¥1,800×25枚
●オーディション有

●立280人
●座100人
●Drink ¥500～
●Food 

ALL ●ノルマ応相談
●オーディション有（デモ
テープ）
●要問い合わせ

birth of life レコ発 ￥2,300+D別
GREEDY CHAIRワンマン ￥2,000+D込
ROCK IN GALS NIGHT ￥2,000+D別
サクラシンマチワンマンVOL.２ ￥2,300+D別

病気NIGHT vol.2 ￥1,800
Angel Of Death ￥1,700
UTaU KITCHEN ￥1,800
J.E.Dワンマンライブ 詳細未定

●立100人
●座30～40人
●Drink ¥500～
●Food 

ALL ●ノルマ¥1,600×15枚
●オーディション無
●デモテープを持参又は郵
送

LIVE HOUSE TAKE OFF 7
03-3477-5876
渋谷
www.remus.dti.ne.jp/̃kox

TaU KITCHEN
03-5784-8088
渋谷
www.deseo.co.jp/taukitchen

9/08
9/18
9/22
9/30

9/01
9/09
9/17
9/30
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●立250人
●座150人
●Drink ¥500～
●Food 

RC ●ノルマ¥1,700×25枚
●オーディション有
●要問い合わせ

LIVE HOUSE渋谷屋根裏
03-3477-6969
渋谷
www.yaneura.co.jp

渋
谷

新
宿
新宿LIVEたかのや
03-5919-0228
新宿御苑前
www.takanoya-records.com

●立180人
●座80人
●Drink ¥400～
●Food ¥100～

ALL ●要問い合わせ
●音源審査有
●レンタル有

9/14
9/15
9/24
9/30

Live House WALL
03-5351-6241
初台
www2.odn.ne.jp/wall

●立170人
●座
●Drink ¥300～
●Food 

RC
PU
HC

●ノルマ¥1,000×25枚
●オーディション無
●持込企画も随時募集中
●要問い合わせ

ELECTRIC SUMMER他 料金未定
COSMOS(札幌) 他 ￥2,000
ROSEROSE 他 ￥1,800
POGO77企画 ￥1,500

For The Good Fellows 全員集合! ￥1,500(1D込)
TAKANOYA3周年R25Compilation ￥2,000(1D込)
月の203号室ワンマンライブ ￥2,000+1D
は・や・とワンマンライブ ￥2,500+1D

●立200人
●座
●Drink ¥300～
●Food 

ALL ●オーディション有
●要問い合わせ

渋谷RUIDO K2
03-3462-5310
渋谷
www.ruido.org

moptrip ワンマン ￥1,800+D
69☆-drugs 料金未定
The Naked ￥1,800+D
エフカワンマン ￥2,500+D

9/03
9/06
9/14
9/18

●立500人
●座
●Drink ¥500
●Food 

ALL ●ノルマ¥2,000×15枚
●オーディション無
●要問い合わせ

LA★ROCCA ￥2,000+1D
STONE DEAF ￥2,000+1D
STAND WAVE ￥2,000+1D
Back★Ground ￥2,000+1D

Livehouse VUENOS
03-5458-2551
渋谷
www.clubasia.co.jp

9/02
9/07
9/09
9/11

●立350人
●座160人
●Drink ¥500～
●Food 

ALL ●オーディション有
●要問い合わせ

FIGHT FOR RIGHTS ￥3,000+1D
SIDE ROPE ￥2,500+1D
KICK FAN DEAD ￥2,000+1D
CWC 料金未定

eggman
03-3496-1785
渋谷
www.eggman.jp

9/02
9/16
9/23
9/30

9/02
9/09
9/10
9/23

"轟NIGHT" ￥2,300+1D
"SHIBUYAN NIGHT" ￥2,300+1D
"ESCAPE FROM CENTERGUY" ￥2,300+1D  

9/03
9/10
9/23

●立300人
●座150人
●Drink ¥600～
●Food ¥100～

ALL ●オーディション有
●企画、ホールレンタル有
●グランドピアノ有
●出演バンド随時募集中！

THE DEAD P☆P STARS ￥3,000+1D
「カオスの百年Vol.2」 ￥2,000+1D
「LAD INSANE#20」 ￥2,800+1D
SHAME ONEMAN ￥2,500+1D

渋谷La.mama
03-3464-0801
渋谷
www.lamama.net

CLUB CRAWL
03-3498-3113
渋谷
www.bighitcompany.com/crawl

●立250人
●座60人
●Drink ¥500～
●Food ¥300～

ALL ●ノルマ¥1,500×20枚（21
枚目以降100％バック）
●オーディション無

宇宙戦隊NOIZ ~ワンマン~ ￥3,000+1D
the 原爆オナニーズ ~他 ￥3,000+1D
Michael.Jackson ￥2,800+1D
渋さ知らズオーケストラ ￥3,000+1D

9/08
9/16
9/17
9/28

9/06
9/09
9/23
9/30

新宿URGA
03-5287-3390
新宿
www.urga.net

●立200人
●座50人
●Drink ¥600～
●Food ¥300～

RC中心
ALL

●ノルマ¥1,500×20枚
●オーディション有
●ホールレンタル等応相談
●要問い合わせ

アイアンフォース vol.11 ￥2,100+1D
地底な宴~第6弾~ ￥2,500+1D
穴虎 69 ￥1,800+1D
みみうなぎ ￥1,800+1D

四谷天窓
03-5338-7131
高田馬場
www.otonami.com/

●立
●座60人
●Drink ¥300～
●Food ¥100～

AC ●ノルマ¥1,000×10枚
●オーディション有
●要問い合わせ

お小遣いLIVEでお笑い初め! ￥1,200(1D別)
オープンパーティー歌いにおいで フリー
TAN.C企画イベント 料金未定
三宅伸治イベント2DAYS!!(~/30) 料金未定

9/05
9/09
9/26
9/29

9/02
9/11
9/23
9/30

SUPER LIVE THEATER AREA
03-3361-1069
高田馬場
www.xxxrecords.jp/

●立400人
●座170人
●Drink ¥500～
●Food ¥100～

RC ●オーディション有
●要2曲程度の音資料、
プロフィール、写真
●要問い合わせ

gechena初主催ライブ ￥3,500+1D
imitation PoPs 宇宙戦隊NOIZ ￥3,000+1D
シリアル_NUMBER ワンマン ￥3,000+1D
lynch. ￥3,300+1D

9/01
9/02
9/10
9/20

●立
●座50人
●Drink ¥500～
●Food ¥350～

AC
アカペラ

●ノルマ¥2,000×10枚
（初回ブッキングのみ）
●オーディション有

en ￥2,000+1D別
星子健太郎 ￥2,000+1D別
cure*m 5周年Live 料金未定
樋渡智美 ￥2,000+1D別

Live Bar cure*m
03-5366-6867
代々木
www.plastudy.com/cure/

9/08
9/14
9/16
9/30

●立120人
●座60人
●Drink ¥400～
●Food ¥400～

AC ●要問い合わせ
●バンド編成可

YASSワンマンライブ 料金未定
涼~そよぎ~ワンマンライブ 料金未定
あるがまふぃあ/[ma]/ES ￥2,000+1D別
コーヒーカラー/たまとみか/他 ￥2,000+1D別

恵比寿天窓.switch
03-3341-0546
恵比寿
www.otonami.com/

9/03
9/09
9/10
9/19

四谷天窓.comfort
03-5338-7131
高田馬場
www.otonami.com/

●立
●座50人
●Drink ¥300～
●Food ¥100～

AC ●ノルマ¥1,000×10枚
●オーディション有
●要問い合わせ
●グランドピアノ使用可

9/15
9/16
9/23
9/30

オープン記念パーティー フリー
大久保桂/谷口深雪/塩見祐二 ￥1,500(1D別)
Dreamar→Sワンマン ￥1,500(1D別)
大みき企画働く女性に贈るライブ 料金未定
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Live House in Tokyo City

四谷アウトブレイク
03-5368-0852
四ツ谷
www.hor-outbreak.com

●立220人
●座100人
●Drink ¥300～
●Food ¥50～

RC ●ノルマ¥1,500×20枚
●オーディション無

NAVY ROACH企画 ￥2,000+1D
グリーシィースプーンワンマン ￥2,000+1D
ダムダム団ジャズネコ etc ￥2,500+1D
21世紀のレガロス ￥2,500+1D

ジン、KEYGOT CREW、
鳥肌ジェット55、FUNKIST、
ブルウフロッグ、小鳥かぶれ、
MIRANOSAND、他多数!!(~/3) ￥1,500+D

gossipワンマン2Days(~/5) 料金未定
葛城哲哉 料金未定
バーベル ￥2,500+D
劇団鹿殺し ￥2,500+D

FOURVALLEY
03-3355-3026
四谷
www.otonami.com

●立200人
●座80人
●Drink ¥200～
●Food ¥100～

ALL ●ノルマ¥1,500×20枚
●オーディション有
●企画・ホールレンタル有

9/1

新宿RUIDO K4
03-5292-5125
新宿
www.ruido.org

●立250人
●座100人
●Drink ¥300～
●Food 

ALL ●オーディション有
●要問い合わせ

9/04
9/16
9/08
9/29

●立
●座75人
●Drink ¥525～
●Food ¥525～

AC
CL

●アコースティックサウン
ドに限る
●オーディション有
●要問い合わせ

●立80人
●座50人
●Drink ¥300～
●Food ¥300～

AC
CL

●ノルマ¥1,500×10枚
●オーディション有

ワルサーP30企画「悪だくみ」 ￥1,500+1D
「鍵弦自在!二刀流」凛/他 ￥1,500+1D
ピアノインザトワイライト ￥1,200+1D
水ようのうた会プチラフ/他 ￥1,500+1D

●立150～200人
●座70人
●Drink ¥300～
●Food 

PP
RC
ALL

●ノルマ¥1,500×20枚
●オーディション無●要問
い合わせ

●立150人
●座50人
●Drink ¥500～
●Food

RC ●ノルマ無
●オーディション有
●要問い合わせ

the 666ersレコ発 ￥2,200+1D
I・M・G ONEMAN ￥2,500+1D
あがた森魚 ￥3,500+1D
GRANDNUDE ￥2,500+1D

●立100人
●座60人
●Drink ¥400～
●Food ¥300～

アンプラグド

AC
トークショー

etc.

●ノルマ無
●オーディション有
●要問い合わせ

BACK IN TOWN
03-3353-4655
曙橋
homepage3.nifty.com/backintown/

Art place 新宿
03-5368-1599
新宿御苑前
art-place.jp

新大久保CLUB Voice
03-5338-0938
新大久保
clubvoice.jp

神楽坂DIMENSION
03-3267-8785
神楽坂
www.explosionworks.net/dimension

Naked Loft
03-3205-1556
新宿
www.loft-prj.co.jp

red cloth
03-3202-5320
新宿
www.redcloth.co.jp

●立150人
●座50人
●Drink ¥300～
●Food ¥300～

RC 
PP

●オーディション有
●要問い合わせ

9/02
9/03
9/17
9/25

<VIOLETSレコ発ライヴ> ￥2,300+D
The ピーズ(ワンマン) ￥3,000+D
トモフスキー/かまボイラー ￥2,500+D
ドラびでお/る*しろう ￥2,500+D

Little Jive Boys ￥2,625+1D1F
濱田金吾 ￥4,725+1D1F
Kingston Mark(企) ￥2,100+1D1F
Dr.K/徳武弘文 ￥3,150+1D1F

9/08
9/17
9/21
9/27

ドラえもんNIGHT ￥2,000+D
Dog Tag Vol.11 ￥1,800+D
谷修ワンマン ￥2,800+D
少年アジト企画えぇ声じゃないか! ￥1,800+D

9/02
9/03
9/09
9/17

9/03
9/17
9/27
9/30

SEIKI ￥2,300+1D
ハンサム兄弟、他 ￥1,000(1D付)
日本心中中山ラビ PANTA ￥3,000+1D
ワハハ本舗ライブ ￥300+1D

9/02
9/06
9/11
9/25

新
宿

9/03
9/08
9/19
9/22

9/06
9/09
9/16
9/20

新宿Live Freak
03-3351-7542
新宿三丁目
www.live-freak.com

●立200人
●座100～130人
●Drink ¥300～
●Food ¥200～

ALL ●オーディション無
●要問い合わせ
●まずは電話を

トゥーミニッツモーニング企画 ￥2,500+1D
Mother Superior(~/23) ￥3,500+1D
MAGUMI Birthday 料金未定
宇宙戦隊NOIZ ￥3,000+1D

Los Angeles Club 東高円寺店
03-3314-8887
東高円寺
www.niizeki.com/studio/

●立80人
●座50人
●Drink ¥400～
●Food

ALL ●ノルマ¥1,500×16枚、以
降チャージバック●オーデ
ィション無●貸ホール有●
要問い合わせ

蛆虫結成10周年ライヴ ﾌﾘｰ(1D別)
natural gift ￥1,000+1D別
natural gift vol.100 ￥1,000(Dﾌﾘｰ)

9/03
9/20
9/24
9/28

9/01
9/09
9/23

●立300人
●座
●Drink ¥600～
●Food 

RC ●要問い合わせ TERROR SQUADレコ発 ￥2,300+D
VINYL JAPAN企画(~/10) ￥8,500+D
ANTIKNOCK GIG B3 ￥1,700+D
broadsideレコ発 ￥1,700+D

新宿ANTIKNOCK
03-3350-5670
新宿
www.music.ne.jp/antiknock/

9/03
9/09
9/23
9/24

●立90人
●座
●Drink
●Food 

ALL ●ノルマ¥1,500×15枚
●オーディション無
●企画、イベント有

BLACK&BLUE/Bovinﾕ you/Blue Lynx ￥1,500+D
ブルースセッション(毎週月曜!!) ￥500~
「CALAVERAS NIGHT vol.2」 料金未定
「Zenith↑3」 ￥1,500+D

Live music HOT SHOT
03-5338-8280（オフィス）
大久保
homepage2.nifty.com/hotshot/

9/01
9/04
9/08
9/27

杉
並

●立200人
●座
●Drink ¥600～
●Food 

RC
IE
PU
etc.

●ノルマ¥1,300×20枚
●オーディション有

9月10日TPP企画2DAYS ￥1,800+D
WARPHOLL LACCO ￥1,800+D
JACKED UP 野良犬 ￥1,800+D
BRAINBUSTER ￥1,800+D

高円寺ライブハウスGEAR
03-3318-6948
高円寺
gear-b1.com

9/09
9/16
9/23
9/30
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●立200人
●座80人
●Drink ¥300～
●Food 

RC
PP
AG

●ホールレンタル料、要問
い合わせ
●要問い合わせ

キース・ムーン追悼コンサート 料金未定
新白河みのる企画「まろびあい」 ￥2,300+1D
恒松正敏バンド/UP TIGHT ￥2,800+1D
泥沼楽団/赤丸 料金未定

Show Boat
03-3337-5745
高円寺
www.t3.rim.or.jp/̃showboat

9/07
9/09
9/18
9/27

ペンギンハウス
03-3330-6294
高円寺
www3.plala.or.jp/FREEDOM/PENGUIN

●立70人
●座35人
●Drink ¥450～
●Food ¥450～

ALL ●ノルマ¥1,600×10枚
●オーディション有（音源
審査）
●要問い合わせ

As Feel ￥2,000+1D
灰野敬二+狩俣道夫+沢田守秀 ￥2,400+1D
シナプス ￥2,500+1D
仲田修子&ミッドナイトスペシャル ￥2,000+1D

ライブハウス西荻ターニング
03-3396-0730 
西荻窪
www.turning-promotion.co.jp

●立200人
●座80人
●Drink ¥300～
●Food 

ALL ●ノルマ¥1,600×20枚
●オーディション無
●要問い合わせ
●オフィス: 0422-70-6030

否ツアーファイナル[帝唱 vol.2] ￥2,200+1D
ネヲンのカバーが聴ける[シヲバースvol.37] ￥1,800+1D
本物志向[School of Rock] ￥2,000+1D
美音空間「vespertine �」 ￥2,000+1D

9/03
9/25
9/27
9/29

9/01
9/12
9/23
9/30

●立200人
●座
●Drink ¥600～
●Food 

AT
PU
RC
etc.

●オーディション有
●要問い合わせ

SLIGHT SLAPPERS ￥1,500+1D
SHORT FUSE企画 ￥1,800+1D
YOUNG OFFENDER ￥1,700+1D
The slowmotions 料金未定

LIVE SPOT 20000V
03-3316-6969
高円寺
www005.upp.so-net.ne.jp/livespot20000V

9/09
9/17
9/23
9/29

●立
●座50人
●Drink ¥500～
●Food ¥500～

ALL ●大人の方のみ
●オーディション有
●ブッキングはオーディシ
ョン／レンタル受付

斉藤ひろみ(P)酒井聡行(SAX)他 ￥2,500+ｵｰﾀﾞｰ
西村ヒロ(harp)牧野元昭(g)他 ￥2,500+ｵｰﾀﾞｰ
音あそび(ブラジル音楽) ￥2,500+ｵｰﾀﾞｰ
朝野純(vo)グループ ￥2,500+ｵｰﾀﾞｰ

Rooster-North Side
03-5397-5007
荻窪
ogikubo-rooster.com

9/02
9/05
9/19
9/22

JACK IN OUT ほか ￥1,500+1D
鳴川譲ほか ￥1,500+1D
THE GREAT BUDDHA
蒲谷美佳 ￥1,500+1D

下北沢 VOICE FACTORY
03-5712-5283
下北沢
www.voicefactorylive.com

●立130人
●座50人
●Drink ¥500～
●Food

ALL ●ノルマ¥1,500×14枚～
●オーディション無
●ホールレンタル¥70,000
より

9/03
9/09
9/16

世
田
谷

墨
田

杉
並

●立100人
●座40人
●Drink ¥500～
●Food ¥350～

AC
RB
JZ
ALL

●要問い合わせ ABO ソロライヴ ￥2,100
柳原陽一郎SESSION ￥2,700
入道ﾗｲｳﾞNothing But The BLUES ￥2,700
斎藤誠マンスリーライヴ ￥3,700

Live Music JIROKICHI
03-3339-2727
高円寺
www.jirokichi.net/

9/02
9/12
9/16
9/29

LIVE HOUSE Waver
03-3247-2109
西荻窪
waverwaver.com

●立100人
●座50人
●Drink ¥500～
●Food 

ALL ●ノルマ¥1,400×15枚
●オーディション無
●ホールレンタル・出演バ
ンド随時募集中

Ray Awake/他 ￥1,400+1D別
｢BON JOVIパーティー!｣ 詳細未定
王子ユウキ&インテリブラザーズ
Akitomo(from WALRUS)/sibips/他 ￥1,400+1D別　

9/10
9/16
9/18

LIVE CLUB 両国無双
03-5600-7337
両国
www.mu-so.jp

●立350人
●座80人
●Drink ¥500～
●Food 未定

ALL ●要問い合わせ OTTOTTO/Fahrenh ￥2,000+1D
HELLEN vs DEFT ￥2,500+1D
野獣王国G是方B鳴瀬K難波
トム☆フロー企画ABSTRAC ￥4,500+1D

9/02
9/03
9/17

LIVE&BAR BIN SPARK
03-3395-9299
西荻窪
www.turning-promotion.co.jp/bsp/

●立60人
●座40人
●Drink ¥500～
●Food 

ALL ●オーディション無
●貸切受付
●要問い合わせ

ほずみさき,のだはるみ,ｶｻｲｻﾄﾐ,他 ￥1,500+1D
俺はこんなもんじゃない,他 ￥1,800+1D
"電気の森七発目"電気の悪魔,他 ￥1,800+1D

9/15
9/16
9/30

クラブ　ケイヴビー
03-3412-7373
下北沢
cave-be.com

●立160人
●座80人
●Drink ¥300～
●Food ¥200～

ALL ●オーディション無
●ホールレンタル有
●要問い合わせ

9/09
9/23
9/24
9/29

Package Bomb ￥2,300+D別
LIVE SHOW BUZZIN ￥1,000+D別
Specialize ￥2,500+D別
The Syndikate7 ￥3,000+D別

下北沢屋根裏
03-3468-5282
下北沢
welcom.to/yaneura/

●立150人
●座
●Drink ¥600～
●Food 

ALL ●ノルマ¥1,300×20枚～
●オーディション有
●要問い合わせ

日々企画 ￥1,800(D別)
太陽族 料金未定
HE JUNKS企画 ￥1,800(D別)
3P-SHOOTERS企画 ￥1,800(D別)

9/10
9/11
9/17
9/29

ライヴ小屋 Next Sunday
03-3316-6799
阿佐ヶ谷
www.nextsunday.co.jp/

●立
●座30人
●Drink ¥200～
●Food ¥150～

AC
JZ
ピアノ
弾き語り

●ノルマ¥1,000×8枚（一
人の場合）●オーディショ
ン有（音源審査）●大音響
の場合お断りする場合有

9/02
9/17
9/24
9/30

進化論、Pache、他 ￥1,000+1D
コトノハ、オノ親一 ￥1,000+1D
Ayako、他 ￥1,000+1D
ママコブタ、他 ￥1,000+1D

●立120人
●座
●Drink ¥300～
●Food 

RC
SL
RB
etc.

●ノルマ内容により異なる
●オーディション無（テー
プ審査有）
●要問い合わせ

騒音寺、夜のストレンジャーズ ￥2,800+1D
中原昌也 料金予定
ザ・ピノキオズ ￥2,800+1D
ウルトラビデ ￥2,500+1D

U.F.O. CLUB
03-5306-0240
東高円寺
www.ufoclub.jp/

9/15
9/17
9/18
9/24
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Live House in Tokyo City

●立200人
●座
●Drink ¥500～
●Food 

RC ●オーディション有
●要問い合わせ

9/02
9/09
9/17
9/22

CRAZY PAPA/他 ￥2,500+1D
H.ワンマンライブ ￥2,500+1D
有明/他 ￥2,500+1D
ジギタリス/他 ￥2,500+1D

下北沢GARAGE
03-5454-7277
下北沢
www.garage.or.jp

KURAWOOD
03-5827-1234
蔵前
www.kurawood.jp

●立300人
●座90人
●Drink
●Food

ALL ●要問い合わせ 9/16
9/23
9/24
9/29

コロバミルクバーワンマンライブ ￥2,500(D別)
ロザリンド「記録」レコ発ライブ ￥2,300(D別)
禁じられた遊び/ネクラポップ ￥2,300(D別)
マーガレットズロース企画ライブ ￥3,000(D別)

秋葉原クラブグッドマン
03-3862-9010
秋葉原
www.clubgoodman.com/

●立250人
●座100人
●Drink ¥350～
●Food ¥200～

ALL ●オーディション有
●要問い合わせ

9/10
9/11
9/18
9/23

CAVE
03-3985-0219
大塚
www.10carat.co.jp/cave

●立100人
●座
●Drink ¥500～
●Food

ALL ●オーディション有
●要問い合わせ

Elphaind/他 ￥1,500+1D
遊女/BELL DRUGﾕs/他 ￥1,500+1D
今夜ちょとよいたいの/他 ￥1,500+1D
メインディッシュ。。。/他 ￥1,500+1D

池袋　音処 . 手刀（チョップ）
03-5951-1127
池袋
www.chop.jp

●立300人
●座100人
●Drink ¥500～
●Food 

ALL ●ノルマ¥1,500×20枚（実動
員21人以上100%バック、31
人以上1枚目から50%バック）
●企画・ホールレンタル受付

メタリンピック/エアギターあり ￥1,800
いぬん堂イベント・いぬ屋敷 料金未定
フェイク・スター 99回目のギグ ￥1,800
ANOYO,キアロスタミ他 ￥1,800

9/10
9/16
9/23
9/24

9/10
9/18
9/19
9/28

PAGODA&ハイジ共同企画 ￥1,500+1D
健康ランド企画「第2回ねじ祭」 ￥1,500+1D
Y♭企画「キレイに触れる」 ￥1,500+1D
マルコポーロ企画 ￥1,500+1D

Live Spot PAGODA
03-3862-3350
秋葉原
www.will-company.jp/pagoda/

●立170人
●座40～50人
●Drink ¥500～
●Food

ALL ●ノルマ¥1,500×20枚
●オーディション無
●ソロ・ユニット・土日祝
によって変わる

9/13
9/16
9/29
9/30

台
東

中
央

千
代
田

豊
島

歌姫楽団レコ発イベント 料金未定
浅草ジンタロッキン新天地vol.18 ￥2,800+1D
東京ハウリングレコードワンマン 料金未定
東東京より愛を込めてvol.16 ￥1,800+1D

世
田
谷

Rocky Top
03-3571-1955
銀座
www.rockytop.com

●立5人
●座50人
●Drink ¥500～
●Food ¥300～

AC
PP
RC

●オーディション無
●ブルーグラスが中心

ニューアップルシード ￥1,700
ブロークンアシェズ ￥2,500
テキーラサーキット ￥2,200
ダニー石尾&チャーリー猪浦 ￥3,000

9/08
9/15
9/19
9/26

マンホール
03-5957-1080
池袋
www.livehousemanhole.com

●立120人
●座
●Drink ¥500～
●Food

RC
PC
PP
ALL

●ノルマ¥1,500×16枚
●オーディション有

9/03
9/08
9/15
9/22

SORRY FOR A FROG ￥1,500+1D
freedom ￥1,500+1D
TROIKA ￥1,500+1D
RUNNERS-Hi 料金未定

●立120人
●座55人
●Drink ¥500～
●Food ¥420～

FU
PP
JZ
etc.

●要問い合わせ●平日：プ
ロDay、オーディション有
●土日祝：アマDay、オー
ディション無

9/04
9/05
9/06
9/28

●立300人
●座100人
●Drink ¥500～
●Food 

ALL ●要問い合わせ 9/02
9/17
9/23
9/26

9/18
9/20
9/22
9/23

●立330人
●座
●Drink ¥600～
●Food 

ヴィジュ
アル

●オーディション有
●要問い合わせ

ROCK TRYANGLE vol.2 ￥2,500+1D
LuLu Meteor共同主催 ￥2,900+1D
CYBER ATTACK!! ￥3,000+1D
爆発寸前TOKYO ￥1,800+1D

Welcome back
03-5957-5141
大塚
www.welcomeback.jp/

Takadanobaba CLUB PHASE
03-5911-2777
高田馬場
www.club-phase.co.jp

池袋CYBER
03-3985-5844
池袋
www.explosionworks.net/cyber/

FUZZY CONTROL ￥3,000
ニューロティカ ￥3,000
サクラメリーメン ￥3,000
0SOUL7 ￥2,500

永生元伸 ￥3,500+1ｵｰﾀﾞｰ
PanNoteMagic ￥2,000+1ｵｰﾀﾞｰ
大橋・島山セッション ￥3,000+1ｵｰﾀﾞｰ
ORITO ￥3,000+1ｵｰﾀﾞｰ

RED-Zone
03-5907-7201
大塚
www.blue-ocean.jp

●立300人
●座
●Drink ¥600～
●Food 

ALL ●要問い合わせ 9/02
9/09
9/18
9/21

THE MINKS LIVE ￥4,000+1D
9th TAIL.h ワンマン ￥3,000+1D
ROCK TRYANGLE ￥2,500+1D
ナッツGang.ワンマン ￥500+1D

●立350人（約）
●座
●Drink
●Food 

ALL ●要問い合わせCLUB251
03-5481-4141
下北沢
www.club251.co.jp

9/01
9/07
9/12
9/19

サキノハカ ￥2,300(D別)
玩具の兵隊 ￥2,300(D別)
少年ゲリラ ￥2,300(D別)
SIBERIA ￥2,300(D別)

●立40人
●座30人
●Drink ¥500～
●Food ¥400～

JZ 
BZ 
AC

●要問い合わせ 9/02
9/08
9/16
9/29

西遊記ミサト&シン ￥2,100(D別)
吉永孝之山本隆太 ￥2,100(D別)
宮城小百合安室光一吉永政己 ￥2,100(D別)
東田トモヒロ STUMBLEB ￥2,100(D別)

マルディグラ　Mardi Gras
03-3722-6892
自由ヶ丘
jiyugaoka-mardigras.com
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練
馬

中
野

江古田KEIーⅢ
03-5946-5156
江古田
www.ruido.org/kei-3/

●立100人
●座40人
●Drink ¥300～
●Food ¥300～

AC/RC
中心

●ノルマ¥1,300×15枚、
一人での出演の場合10枚
ノルマ以上から70%バック
●オーディション有

長谷川智士 N° ￥1,500+D
渋川修大古木健治 ￥1,500+1D
宮川鉄平 ￥1,500+1D
藤田麻衣子つるうちはな 料金未定

9/03
9/08
9/27
9/30

ライブインバディ
03-3953-1152
江古田
www.buddy-tokyo.com/

●立250人
●座90人
●Drink ¥600～
●Food ¥600～

ALL ●ノルマ¥2,000×10枚
●オーディション有

club Dorothy
03-5995-5005
江古田
clubdorothy.com

●立100人
●座70人
●Drink ¥500～
●Food 

PR
PU

●ノルマ¥1,000×20枚～
●オーディション無

9/02
9/09
9/11
9/30

FOOMOON ￥1,300+1D
Trick2Soul ￥1,300+1D
すなおになれなくて ￥1,500+1D
ハカナカゲロウ ￥1,300+1D

9/06
9/08
9/15
9/28

Pikaia Pandeiro ￥3,000+1D
丸野綾子TANGO LIVE ￥2,500+1D
中村善郎CD発売記念ライブ ￥2,800(1D込)
長谷川きよしLive ￥4,000(1D込)

●立100人
●座50人
●Drink ¥500～
●Food ¥500～

AC ●ノルマ¥1,000×10枚
●オーディション無

STEVEN-Tワンマンライブ ￥2,000+D
関西人ナイト ￥1,000+D
ありったけ三昧 ￥1,500+D
KUMADA! TIC NIGHT 料金未定

お茶の水KAKADO
03-3818-2220
お茶の水
members14.tsukaeru.net/kakado

9/02
9/10
9/17
9/18

文
京

●立
●座150人
●Drink ¥600～
●Food ¥600～

AC
RC

●要問い合わせ
●オーディション無
●出演アーティスト募集中

みずのらんゲスト：安岡大輔 ￥2,500(D別)
オオタスセリワンマンライブ ￥3,000(D別)
ありましの/NUU/石村吹雪 ￥3,000(D別)
SPANKY FLAG ￥2,500(D別)

●立200人
●座100人
●Drink ¥600～
●Food

ALL ●要問い合わせ NEVERLANDワンマン ￥3,500+1D
tesso/M2K/iD/他 ￥2,500+1D
イトクボ/Lemmy Crisis/他 ￥2,500+1D
FUNGO/右藤綾子/他 ￥2,500+1D

Graffiti
03-3586-1970
赤坂見附
www.moz.co.jp/graffiti/schedule/

morph-tokyo
03-5414-2683
六本木
www.morph-tokyo.com

9/02
9/06
9/12
9/16

9/07
9/08
9/18
9/25

町田S.D.R
042-728-0484
町田
s.d.r.ne.nu

●立150人
●座
●Drink ¥500～
●Food 

RC
PU
HC
ALL

●ノルマ¥1,200×15枚（平
日）
●オーディション無
●要問い合わせ

9/08

9/11

The Play House
042-725-4556
町田
www.theplayhouse-jp.com/

●立
●座
●Drink
●Food 

ALL ●オーディション有（音源
審査）
●要問い合わせ

町
田

HOCKLE HOOK Life's
a game,everyday TOUR ￥1,500+1D
WHYs参上リリースパーティー ￥1,500+1D

The Play House 
"Renewal 7th anniversaryGIG"
ﾐｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞ/FULL AHEAD
Cat Shaped Robot/Alco holic ￥1,800(D別)

9/11

Jaka'z
03-3587-0315
赤坂
www.jakaz.com

●立50人
●座30人
●Drink ¥500～
●Food ¥500～

AC
RC
ALL

●ノルマ¥1,000×20枚
21枚以上100%バック。
●ブッキングライブ設定日
は要問い合わせ

弾き語りナイト ￥2,000+1D
ブルースセッションナイト ￥3,000(2D込)
ビートルズセッション ￥3,000(2D込)
BBQ和佐田氏とセッション ￥3,000(2D込)

9/02
9/09
9/17
9/22

六本木EDGE
03-3505-4561
六本木
www11.ocn.ne.jp/̃edge

●立150人
●座60人
●Drink ¥500
●Food ¥500

ALL ●ノルマ¥1,500×19枚
●オーディション無
●プロ・アマ問わず

MANAMI,CLOVER 他 ￥1,500+1D
Odaiba Wind ￥2,000+1D
WaveRings vol.2 ￥1,500+1D
AngelNight vol.2 ￥1,500+1D

9/01
9/15
9/18
9/23

天外司朗バンド ￥2,000
後藤みほ(vo) ￥2,000
浜田隆史(g) ￥2,000

9/08
9/15
9/29

レッドペッパー
03-3574-6067
新橋
www31.ocn.ne.jp/̃redpepper/

●立70人
●座50人
●Drink ¥800～
●Food ¥700～

平日JZ

土日祭
ALL

●オーディション無
●土日祭はレンタル1H／１
万円
●要問い合わせ

港

●立200人
●座50人
●Drink ¥500～
●Food 

RC 
PP

●要問い合わせ 猫舌bianco主催イベント ￥2,000+1D
MANTA gig party ￥2,500+1D
Arlington View ￥1,500+1D
ゆげ主催イベント ￥2,000+1D

L@N Akasaka
03-3568-6818
赤坂
www.explosionworks.net/lan/

9/02
9/11
9/12
9/30

ピノキヲ ￥3,333+1D
Gaia Prelude
DRAGON LANCE ￥2,000+1D

Live House SANCTUARY
03-3389-6392
沼袋
www.sanctuary-nes.com/

●立170人
●座90人
●Drink ¥500～
●Food 

HR/HM
Progre
J-PP
etc.

●オーディション無
●要問い合わせ

9/16
9/24

Club Rubber Cat
03-3371-6199
東中野
www.InnerWoodBass.com

●立100人
●座60人
●Drink ¥500～
●Food ¥200～

BZ 
FC
JZ
FU

●ノルマ¥1,500×18枚
●オーディション無
●その他チャージ設定有

田中智&布川俊樹 ￥2,500
JAZZジャムセッション ￥1,500
BLUESジャムセッション ￥1,500
JAZZジャムセッション ￥1,500

9/10
9/12
9/19
9/26
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Live House in Tokyo City

●立400人
●座150人
●Drink ¥600～
●Food 

PP 
RC 
MIX

●ノルマ¥2,100×25枚
●オーディション有
●要問い合わせ

GreenPeace１周年記念 ￥2,500+1D
Cool Runnings ￥2,500+1D
新興宗教楽団NoGoD ￥2,500+1D
SPIRIT ROOM ￥2,300+1D

Y2K ROPPONGI
03-5775-3676
六本木
www.explosionworks.net/y2k/

9/03
9/13
9/22
9/24

鹿鳴館
03-3494-1801
目黒
www.rockmaykan.com

●立200人
●座50人
●Drink
●Food 

ALL ●オーディション有
●要問い合わせ

CannivalMethod ￥3,000
宇宙戦隊NOIZ ￥3,000
キャンディースプーキーシアター 料金未定
クラッチ ￥2,800

目
黒

港

9/01
9/06
9/09
9/20

●立200人
●座80人（内イス30脚）
●Drink ¥300～
●Food 

ALL
JZ除く

●オーディション有
●要問い合わせ

稲妻蹴-INAZUMAKICK ￥1,800+1D
The oppa99企画 ￥1,900+1D
HEAVY GROOVE vol.200 ￥1,900+1D
女性Vo PUNK EVENT ￥1,900+1D

LIVE HOUSE CRESCENDO
0422-22-8561
吉祥寺
www.kichijoji-crescendo.net

9/01
9/09
9/17
9/24

武
蔵
野

楽屋（らくや）
03-3714-2607
中目黒
www.rakuya.net

●立10人
●座60人
●Drink ¥300～
●Food ¥400～

JZ
WM

●オーディション有
●プロまたはプロ志望の方
●要問い合わせ

親子で遊ぼう!音楽会Vol.1 ￥2,000(1D付)
ショーロナイト Vol.3 ￥2,500
XUXU ￥2,500
JAZZ BRASIL ￥2,000

9/09
9/11
9/15
9/26

THE DUTCH企画 ￥1,500+D
Little Amenity レコ発ワンマン ￥1,800+D
田中企画目黒ックフェスティバル ￥1,500+D
クルクルキューティクルお笑いライブ ￥1,300+D

9/08
9/10
9/11
9/30

●立100人
●座40人
●Drink ¥500～
●Food ¥500～

RC
BL
JZ

●ノルマ¥1,500×15枚
●要機材費 ¥2,000
●要問い合わせ

Maple House
03-5721-0970
学芸大学
www.maplehouse.jp

●立250人
●座80人
●Drink ¥300～
●Food ¥500～

ALL ●オーディション有
●要問い合わせ

ジャカランタン/aeronauts/他 ￥2,000(1D別)
RIDE on BABY/ユースムースアヴェニュー ￥2,500(1D別)
BUG'S FEED/BLUE MOVEe/BO-PEEP/他 ￥2,000(1D別)
MJQレコ発イベント ask info(1D別)

Kichijoji Planet K
0422-21-7767
吉祥寺
www.inter-planets.com

9/01
9/03
9/12
9/29



Live House Report by PEACH“おじゃましま～す”

六本木交差点からアイビスの少し先、地下に2000年6月にオープンしたY2K。店
名も2000年問題から名付けられたそうだ。ステージ、ホールは六本木という場所
を考えると広い。他のライブハウスではあまり見られないサブステージがあるのも
強みだ。バンドチェンジ時間を利用してアコの弾き語りや、イベント時のMC台に。
又、可変式なのでバンドによってはメインステージから花道のように使い、お客様
の中に入り込んだライブ形態も可能だ。

Y2K ROPPONGIY2K ROPPONGIY2K ROPPONGIY2K ROPPONGI

港区六本木7-13-12アーバンビルB１F
TEL （03）5775-3676
FAX （03）5775-3677
http://www.explosionworks.net/y2k/

アーティストもお客様も六本木
にあってこの広さの箱を使った
ライブパフォーマンスを楽しん
で下さい。一人でも充分楽しん
で頂けるようブッキングも最高
だと思います。（古川さん）

10月29日4周年を迎える。六本木交差点から旧防衛庁に向い右手地下に外国
人デザイナー設計による空間が拡がる。奥行6メートル弱のステージはフラ
ットから１メートルまでの昇降式で、しかも前後二段独立しているのであら
ゆるパフォーマンスが可能だ。そんなステージの感動を４台のビデオカメラ
で録画。天井の高さを最大限に活かした音響、照明を是非味わって欲しい。
音楽だけではなく舞台やファッションショーの催しにも最適だろう。

morph-tokyomorph-tokyomorph-tokyomorph-tokyo

港区六本木4-11-11GMビルB1F
TEL （03）5414-2683
FAX（03）5414-2436
http://www.morph-tokyo.com

「ニューヒッピームーブメントを
始めようぜ」新しい事、こんな
事できる？と親しみやすいスタ
ッフがそろっているので、提案
や相談して下さい。僕達も本気
で考えます。（巣山さん）

赤坂みすじ通りを溜池方面へ進むと右手にこ洒落たJaka'zがある。決して広
いとは言えない店内だが、何も持たず（お金だけ持って）音楽を楽しむには
充分。70年代ロックをメインに8月4日、2周年を迎え、赤坂にサラリーマン、
OLで賑わう参加型セッションバーを確率した感がある。運が良ければ、爆
風スランプのベーシスト、バーベQ和佐田さんはじめ有名アーティストとの
セッションを楽しむ事ができるかも。運試しのつもりで足を運ぼう。

Jaka'zJaka'zJaka'zJaka'z

港区赤坂2-14-7赤坂栄ビルB1F
TEL （03）5387-0315
FAX（03）3587-0315
http://www.jakaz.com

お客様がお一人でご来店頂い
ても気軽に楽しめるような、理
想の「溜り場」を作ろうと思い
コミュニケーションを第一に考
えています。（中央/粕谷オーナ
ー,左/中川さん,右/入谷さん）

千代田線赤坂駅から徒歩約5分、閑静な雰囲気のビル3階。堂々と映える
｢L@N｣のライトに照らされたステージ、そしてスタンディング200人のホー
ルはムービングライトに彩られ、毎夜熱いライブが催されている。音楽には
直接関わりを持たない5.1サラウンドシステムを使用可能で打ち込みによる
演奏にも幅が出るかもしれない。バンド主催イベントも多数行われて、この
ライブハウスからインディーズデビューを果たしたアーティストも多い。

L@N AKASAKAL@N AKASAKAL@N AKASAKAL@N AKASAKA

港区赤坂2-17-55サイバーフォースビル3F
TEL （03）3568-6818
FAX（03）3568-6848
http://www.explosionworks.net/lan/

ブッキングを含め、アーティス
トと一緒にお客様を楽しませる
努力をしています。是非ライブ
を楽しみにご来場下さい。僕
達はアーティストを発掘、育成
していきます。（長南さん）

青山通りから外苑西通りへ入ってすぐの信号を右、最初の角を左、地下にあ
るライブハウス。入口を入ってステージの背にある大きな満月に驚かされる。
地下2階構造になってて2階はバーカウンター、ステージ、ホールとなってい
る。1階席から撮る映像もアーティストにとっては嬉しい。充実したドリン
ク、フード。ブッキング内容も置く阿久様を飽きさせない気配り。音楽だけ
にとどまらず、落語や詩の朗読などもOKなマルチなライブハウスだ。

月見ル君想フ月見ル君想フ月見ル君想フ月見ル君想フ

港区南青山4-9-1シンプル青山ビルB1F
TEL （03）5474-8115
FAX（03）5474-8116
http://www.moonromantic.com

音楽に限らずライブペインティ
ングなどカルチャー的要素を盛
り込んだブッキングも展開して
いきたいと思いますので、問い
合せ、ホームページチェックを
ヨロシク。（朝河さん）

六本木交差点から飯倉方面へ、AXISビルを曲がると左手地下2階にある。オ
ープンから５年継っているが、当初のコンセプトを守り、プロ、アマの境界
線を引かず、音楽好きの人は誰でも出演してもらいたいという姿勢が感じら
れるライブハウスだ。アコースティックのワンマンからハードロックまでジ
ャンルを問わず毎夜夜熱いステージが繰り広げられていえる。毎週金曜日に
開催されるイベント「とっておきの金曜日」のブッキングは熱気そのもの！

六本木EDGE六本木EDGE六本木EDGE六本木EDGE

港区六本木5-18-21FIVE PLAZA B2F
TEL （03）3505-4561
FAX（03）35054561
http://www11.ocn.ne.jp/̃edge

初めてバンドを組んだ方も出て
もらいたいです。アーティスト、
お客様、スタッフの一体感が生
まれる一日を作り上げたいと思
っています。音楽好きの人を満
足させます。（中央／迫田さん他）

4年間恵比寿で多くのアーティストをサポートしてきたGUILTYが６月９日、渋谷
マークシティーから徒歩１分の地で再スタートした。250人収容のホール、9ｍ
弱×4ｍ弱のステージ、ムービンングライト１０灯、黒を基調にした空間で圧迫感
を感じさせない天井の高さ。どれをとってもアーティスト、お客様を満足させる
箱だ。ドリンクカウンターが別空間になっているのも嬉しい。恵比寿も良かっ
たけど渋谷は音響がいいというアーティストも多いらしい。

LIVE STAGE GUILTYLIVE STAGE GUILTYLIVE STAGE GUILTYLIVE STAGE GUILTY

渋谷区道玄坂1-17-6 プロスペクトB1F
TEL（03）3770-1130
http://www.guilty.ne.jp

音響には絶対の自信があるの
で、アーティストが奏でる本来
のサウンドを楽しんで下さい。
ブッキングサイドは、アーティ
ストを育てる事を意識して取り
組んでいます。（阿部さん）

2006年6月17日、城東地区の更なる大きな拠点となるべく、両国にオープン。
駅からも近く今後アーティストにとって、又お客様にとっても気軽に音楽を
満喫できる空間になるであろう。300人収容可能なホールは独特な2スペース
様式で、後方のバー・スペースではダーツを楽しむことができる。アーティ
ストにとっては楽屋も広く、ムービングライト8灯による演出効果もテンシ
ョンが上がる。5台のモニター設置はお客様への配慮が感じられる。

両国 無双両国 無双両国 無双両国 無双

墨田区両国4-36-6-B1F
TEL/FAX 03-3631-6999
http://www.mu-so.jp

東東京の新しい音楽シーンを
みんなで創っていければ最高
です。ライブハウス慣れしてな
い人も充分楽しめるアミューズ
メント感覚の新しいライブハウ
スを目指します。（辰野さん）

Live House Report by PEACH“おじゃましま～す”
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