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Vo・MARU G・Ambo G・喬志　B・SHINPEI Dr・秀豊

「マネできるものならやってみろ」と言い切る彼らのサウンドは
オリジナリティーの塊だ。楽曲の中に各パートのソロが入ってい
るのも「全員が個人プレイヤーとして見られたい」と云う思いの
現れだろう。
時としてMCを挟まず最後まで演奏しまくるライブは、熱と音

を武器に攻撃的であり、「お客を制圧してやろう」という思いが伝
わってくる。オーディエンスも負けずに立ち向う事により、終了
時には疲れを通り越した爽快感、満足感が得られるのだろう。
「曲を聴いただけでC.O.R.E.というバンド名が分かってもらえる
ようになりたい」という彼らの楽曲はメタルサウンドを基調とし
たヘヴィサウンドに、いったい何処から出てくるの？というよう
なあまり耳にしたことがないスピリチュアルなハイトーンシャウ
トのヴォーカルがのり、日本のロックと言うよりも、どこか海外
の風を感じる。
時にディープに又ラウドに七変化を遂げながら新しい形を模

索する彼らは、今後デジタルとの融合も視野に入れている。
海外バンドとの共演を幾度となく経験し、高い評価を得てい

る彼らは、バンドとして、個人としての向上心を持ちながら海外
進出の夢を抱き、11月に名刺代わりの初ミニアルバムを全国
発売する。
CDを買うか、ライブを体感するか、どちらにしろ「Creator

Of Resistance Ego（抗う者の自尊心を造りし者）」C.O.R.E.
という名前を覚えておきたい。

INTERVIEW
Pick up artist

informationinformationinformation
11/03 四谷・Outbreak

C.O.R.E.
http://www.sound.jp/c-o-r-e/
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一緒にオラオラすっぞ！
Vo・裄耶－yukiya－

以前SECIRというバンドで活動してい
た裄耶が、2006年6月11日オラオラ小
僧としてHOT SHOTで誕生した。
彼の言う「オラオラ系（ビジュアル系）ロ

ック」は打ち込みを使い、激しさの中にも
優しさが感じられるものが多い。それを
知るにはやはり格好良さを追求したライ
ブがお薦めだ。「ライブは、音、迫力、ステ
ージング。MCはちょっと苦手？」と言う
彼は、オーディエンスを盛り上げるシナリ
オ作りのためイメージトレーニングを繰
り返す。ステージは裄耶のボーカル／プ

ラス、ライブの間「旗持ち」が上手下手で
楽曲に合わせた演出をすることにより、ス
タート直後から会場は一体感に包まれ、
中盤には彼自身、客席に飛び降り、さらに
ヒートアップしていく。その光景を目の当
たりにすると彼の言う「疎外されているジ
ャンル」には頷けない。
「今できることは何でもやる。逃げずに戦
っていきたい」と語る彼が大きな会場で
オラオラする日はそう遠くないだろう。
information
10/15 大久保・HOT SHOT

information
10/01 吉祥寺・Planet K

http://ip.tosp.co.jp/i.asp?i=Ora2dOki2

I Heavy Damage You !
Vo&G・高橋孝正　B&Cho・古根麻砂樹　Dr&Cho・鈴木真吾

「一色ではつまらない。アンチポップなシ
ーンを作り上げたい」と熱く語る高橋の
言葉に装飾感は全く感じられない。「物事
には光と影がある。表面上の怒りの中に
哀しみがある。陽しか知らない人達に陰
を知らしめたい」と語る彼らのサウンドは、
いにしえの70年代ハードロックを基調に
ダンスビートのリズムを取り入れた、骨が
軋むようなソリッドなガレージサウンド。
スーパーハイテンションのライブパフォ

ーマンスでフジロック'04のルーキース
テージ初日トップを飾る。今年台湾へ進

出。Formoz Festival 2006のステー
ジを経験したことにより「台湾の彼らは熱
い！何処でもやっていける自信がついた」
と言う。決死の形相でステージに立つ彼
らは、自分達を育ててくれたオーディエン
スの顔を見て、煽る事なく「落ち着いてキ
レる」という不思議なライブを行っている。
他では見られない鈴木のダイビング・パ
フォーマンスを含め是非味わってもらい
たい。その時のあなたはダムダム弾に打
たれた巨像になっているかもしれない。

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

ビックリした人の顔が見たい!
Vo・EIZI Vo&G・ARI B・TAIKI Dr・FUMIYA

1997年、初期パンクをベースに結成。
何度かのメンバーチェンジを経て、パワー＆
スピードをモットーにした「タイガーパンク」
を貫いている。地鳴りのする様なサウンドは
メンバー個々の感情が伝わってくるようだ。
「上にいる人達を落としてやる」と言い切る
姿勢は誤解を受け易いが、本心は頑張って
トップに近い存在になりたいという夢の表
れだろう。
ライブハウスのノルマを自分達への期待

値だと考え、「ステージに上がった以上、骨
が飛び散るような激しいライブをし、鳥肌が

立つような、ゾクッとするような感覚を味わ
った全ての人と目を合わせたい」と言う彼ら
は10月下旬、3rd ALBUM「COME ON
ALL ACCEPT」をリリース予定との事。
10月26日始まるツアーは12月15日のワ
ンマンまで9カ所10回組まれている。ライ
ブが先か音源が先かはあなた次第だ。しか
し彼らは熱く語る!「見さらせ、好き嫌いはそ
の後で判断してくれ!」と。願わくば攻撃、破
壊、粉砕されないように!
information
10/26 新宿・URGA

http://www.thetigerbose.com
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Under the moon, Against the sun
Vo・YST Vo・CORGE G・海渡　G・いっくん　B・kimisato

2004年YSTを中心に結成し、今のメ
ンバーに落ち着いたのは今年4月。ツイン
ヴォーカル、ツインギターの大所帯編成な
らではの壮大感、加えて厚みのあるアレン
ジ、映画のワンシーンを切り取ったかのよ
うな世界観のある歌詞、楽曲が売りの「感
動系ヘヴィロックバンド」。
ヘヴィロック、ニューメタル、オルタナ…

…多彩なジャンルを取り入れつつも、サビ
は美メロ主義だ。ドラマチックな感度を与
える風景を意識して作られる曲は、アレン

ジまで手がけた後、歌詞を乗せるスタイル。
熱さを求める彼らのライブは、ステージ

と客席の壁を破るかのように目線を外さず
親近感を持たせている。「箱のプレッシャー
を感じ、打ち破った瞬間が最高！」と語る彼
らは、激しくもセンチメンタルなサウンドを
武器に「年内には200人キャパの箱でワン
マン、将来は海外のライブハウスで音を鳴
らしたい」と夢は大きい。今後AMBER
DUST（琥珀のかけら）から目が離せない。
information
10/08 大久保・CLUB Voice

http://amberdust.net

AMBER DUST
AMBER DUST
AMBER DUST

熱を帯びたロマンティック・ロックンロール!
Vo&G・タナカヨウイチ　B・カサハラユウイチ

学生時代の先輩後輩の二人が音楽に触
れ合ったのは一般的に遅い方かもしれな
い。「音楽で成長するには色々なレスポン
スが感じられるライブハウスのステージに
上るしかない!」という思いから、2001年
以来様々なステージを経験してきた二人。
ロックではなくロックンロールが自分達

の音楽だと言う二人は「皆がビックリする
様な、いい曲作って聞かす事」を目標に、
動員数ではなく恥ずかしくないライブを
心掛けている。言葉が伝わり、イメージが
浮かぶ様なライブは、日常やりたくない事

もしなくてはならない分、「やりたい事だ
けやり、ライトを浴び120%のカッコ良さ
で終わりたい」というストレートな思いが
伝わってくる。だからMCを挟まないケー
スも多い。「自分達の音楽は熱、ライブは
鏡」という思いを抱くライブステージを観
てもらいたい。
余談だが、信頼関係で結ばれた二人は

今、人間性を重視したドラムメンバーを募
集中との事。
information
10/04 四谷・Outbreak

http://www.ne.jp/asahi/punch-line/ramune/

PUNCH-LINE
PUNCH-LINE
PUNCH-LINE

この悲しみを喰らえ、俺と共に…
Vo・かおる　G・たくや　G・唯　B・ピロ　Dr・ちょり

2003年12月結成以来、コード感と世界
感を重視しているSHADOW COREバン
ド。完全燃焼を心掛けているライブはテン
ションが高く、見方によっては飲み会の雰囲
気が漂う。それ故「ライブ終了後に元気だと
聞いてくれた人達に申し訳ない」と言う。
サウンドはエモーショナル且つ攻撃的な

演奏にスクリームや叙情的なメロディーを
使い分けたヴォーカルラインをのせた独持
の世界感を作り上げている。詞がないとこ
ろはギターの音色で表現しているように感
じられるのは私だけだろうか。

「曲を聴いただけでバンド名が分かる曲作
りをしたい」と語るメンバーはいつの日か大
きなステージに上がる事だろう。その日の
ために『ソォイッ!!』という気合のこもった言
葉を発しこのバンドで腕を磨いていく。ラ
イブ会場での合言葉は決まった。11月18
日レコ発ファイナルまで待つ訳にはいかな
いだろう。
information
09/30 渋谷・club乙-kinoto-
10/10 新宿・ANTIKNOCK
11/18 高田馬場・CLUB PHASE

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

FloAtice
FloAtice
FloAtice
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息詰まった時は絶対聴いて下さい！
Vo&G・ushiyama G・yuji B・koji Dr・masaru

2003年8月、北海道でバラバラの個
性4つが集まり誕生したHoney Funny。
「音楽で食べていくなら東京へ！」という
熱い思いと行動力で、現在も精力的に活
動をしている。
遠い昔を思い出させるようなどこか懐

かしく、そして馴染みやすいメロディを軸
にハードな曲からポップなものまでこな
すカジュアルなバンド。
彼らは自分達の音楽について「おしゃ

れロック」と評する。ストーリー性が感じ
られる劇場感覚の楽曲には哀愁が隠され

ている。そう思うのは私だけだろうか。ヴ
ォーカルは聴かせることを第一に考え、
ファンも声を出さずに聞き入っている。
「しっぽりしたライブ」は熱くなってもクー
ルさは忘れず、「会場の中の一人を惚れさ
せる」ような一人集中ライブで会場を盛
り上げている。
「気持ちがマイナス方向に向いた時、聴い
て欲しい。違う道、別の考え方が生まれ
てくるかもしれない」と言う彼らをプラス
の時に聴いたら・・・何かが変わるかもし
れない。
information
10/15 大久保・CLUB Voicehttp://www.atono.co.jp/honeyfunny/

Honey Funny
Honey Funny
Honey Funny

ライブの楽しみ方はあなた達次第
Vo・マヒル　G・Century B・夜舐戯　Dr・なり�たろ　Cho・カオリン、キョンキョン

ポップロックを掲げ、2005年6月渋谷
にて行った初ライブ以来、様々な形で活
動を繰り広げている「少年アジト」。
楽曲はどこか懐かしくて、どこか斬新な

サウンド。遊園地のアトラクションのよう
にからだ全体を駆けめぐる。そんな彼ら
は「何度聴いても観ても飽きのこないル
ープ感を醸し出す音楽を追究しつづけて
いきます」と語る。
そのライブはとても愉快だ。「米米

CLUBや氣志団のような、歌あり、踊りあ

り、笑いが飛び交い、総合エンターテイ
ンメントを目指している」と言うように、ス
テージのスタンバイ時間からスタートして
いる。会場では駄菓子を配るパフォーマ
ンスは初めて彼らを見に来るオーディエ
ンスにとっては驚きだろう。
「まだまだ少年アジトを表現しきれていな
い」と言う彼らは「ステージ後必ず反省会
をして次のステージにつなげている」。
ある意味ビジュアル系エンパラスタイ

ル、通称「遊園地ロック」創始バンドと同
じ場所で同じ空気を吸って欲しい。

http://agit.cc

少年アジ
ト

少年アジ
ト

少年アジ
ト

マスクをかぶった二人の世界!
Program&Noise・Mummy Lee B&Noise,violineffects・yumii

90年代より活動してきたサウンドクリ
エイター"Mummy Lee"が2001年
Custom Mummyとして始動。当初アグ
レッシブなテクノミュージックを主軸とし
ていたが、ベースにyumiiが加わり、その
サウンドは現在、民族音楽、ゴシック、イン
ダストリアル、ノイズなどの要素を持った、
悪夢のイメージを表現するようなダーク
で重い曲調に深化してきた。例えて言うな
ら、人間性を出さない、体温を感じさせな
い無機質的な音と言うべきだろうか。

ライブにおいても有機的感覚を手作り
のマスクに封じ込め、MCを無くし、まるで
オーディエンスの心に呪術をかける様な
エレクトロサウンドを奏でる。
「珍しいモノが好きな人は是非ライブへ来
て下さい」と語る彼らのステージは現在イ
ベント主体に組まれている。普段あまり出
逢った事がない雰囲気の中に身を置き、
何を感じるかはあなた次第だ。間違って
も呪いをかけられないように注意しよう。
information
10/25 新宿・URGA

http://sound.jp/mummy/custom/

Custom Mummy
Custom Mummy
Custom Mummy
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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、当日料金

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

TOP WORKS 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 THE Soul Kitchen ￥1,800+1D
THE NIGHT FLYER ￥1,800+1D
オランダBOYZ ￥1,800+1D
LoB☆Ster企画 ￥1,800+1D

大
田

10/28

10/14
10/15
10/21
10/27

THE STOMP ￥2,000ドリンク付
ich-mugen ￥2,000ドリンク付
Stone River Forest Mountain
侍ハート ￥2,000ドリンク付

10/01
10/06
10/22

渋
谷

10/07
10/18
10/21
10/28

10/09
10/14
10/15
10/27

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

10/02
10/09
10/15
10/26

カジヒデキ ￥4,000+1D
WARRIOR CHARGE ￥5,500
KOMPLEX vol.4 要問い合わせ
babamania 要問い合わせ

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

FROOTS企画　FRESH! ￥2,500
GOTH-TRAD 他 ￥2,500
grooB-3企画 ￥2,500
REEArhythm企画 ￥3,000

THE NEUTRAL 料金未定+1D
cloudica 料金未定+1D
Cirrus Minor 料金未定+1D
Lady Marmalade 料金未定+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

『BEAT the MEET121』レコ発詳細未定
『スラッガーズ企画』 ￥1,300+1D
Volt 24 / When The J's Spirit ￥1,300+1D
『Temple Party Night』 ￥1,000+1D

10/07
10/14
10/15
10/22

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

10/05
10/12
10/19
10/21

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 RON SEXSMITH ￥6,000+1D
Apresunreve vol.4 ￥3,000+1D
JAZZ TODAY ￥4,000+1D
THE LIVING END(~/22) ￥6,300+1
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Live House in Tokyo City

FAB
03-5772-8566
表参道
www.fab-web.net/

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

ALL ●要問い合わせ 10/06
10/10
10/13
10/21

ロビン・ヒッチコック(~/8) ￥7,000+1D
しらいしりょうこ/坂本麗衣 ￥2,800+1D
PHONES/ジムノペディ/他 ￥3,500+1D
森　広隆 ￥3,800+1D

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

●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

10/06
10/13
10/20
10/29

さかいゆう/よしうらけんじ/他 ￥2,000+1D
黒船音頭・オーサカ=モノレール ￥2,500（1D）
SUJI SUPER TAP ￥3,000（1D）
名倉の舌15 名倉潤トークライブ ￥1,500+1D

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

●立300人
●座
●Drink ¥500～
●Food

ALL
●ノルマ¥1,800×20枚
●オーディション無

10/09
10/20
10/27
10/29

sleepydog 料金未定
Lack Of Comonsence ￥2,000
ライフ　イズ　ピーチィ ￥1,500
R＊A＊P ￥4,000

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

●立350人
●座120人
●Drink ¥300
●Food 

ALL

●要問い合わせ

10/06

10/09
10/26

チルドレンクーデター/Harpy/
dub marronics/d.v.d ￥3,000+1D
ACID MOTHERS GONG. ￥3,800+1D
FLOPPY/駄菓子菓子/ピノキヲ他 ￥3,300+1D

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

●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

10/06
10/07
10/20
10/26

Mika サンバジャズトリオ ￥4,500（1D込）
杉真理(~/8) ￥6,000+1D
布谷文夫 ￥4,500+1D
あんみつ ￥4,000+1D

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

●立300人
●座
●Drink ¥600～
●Food 

RC
ALL ●オーディション有

●要問い合わせ

10/14
10/16
10/21
10/28

TheJerry企画w/てるる他 ￥2,500
palm/UBER 他 ￥2,100
MOB企画バミューダ☆バガボンド 料金未定
Spinwake企画 ￥1,800

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

10/01
10/08
10/13
10/22

銀/THEEE BAT ￥1,500+1D
Warterparks ￥2,000+1D
Loverb/IS 2マン ￥2,500+1D
トレモロ55 ￥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

10/07
10/08
10/21
10/26

Love ∞ limited ￥2,300+1D
オトループ ￥2,300+1D
ニンゲンカクセイキ ￥2,500+1D
PLINCIPAL ￥2,100+1D

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

10/04
10/13
10/21
10/27

LINKワンマンライブ ￥3,000+1D
FULLOFSPIRIT ￥1,800+1D
BANDWAGON vs puli ￥3,000+1D
GIGAN HOMEY'S 料金未定

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

10/06
10/07
10/20
10/28

ベイたぶい兄ワンマン ￥3,300
スピカ　ツアーファイナルワンマン 料金未定
ロック少年　PAZOO/FUZZ-306/etc… 料金未定
elliott LIVE 2006 ボクラノフネVol.13 ￥3,500

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

●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

10/08
10/13
10/15
10/29

mellow out企画 ￥1,600
UNITED SKATES レコ発!! ￥1,000
サカヒカリ ￥1,800
グッドタイムス企画 料金未定

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

●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

10/07
10/09
10/13
10/14

あっぱイベント 料金未定
sowansong/黒澤秀樹 ￥3,000+2オーダー
緑川書房イベント 料金未定
Saigenjiワンマン 料金未定

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

●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

10/01
10/08
10/14
10/23

THE 馬車馬ROCKS ￥2,300+1D
TRIP REMONS ￥2,300+1D
2nd Paletteワンマン ￥2,300+1D
Live Scapeプレゼンツ ￥2,300（1D込）

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

●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

10/08
10/21
10/27
10/29

BASSUI企画 料金未定
ルーディーキャバレッツ企画 ￥2,000+1D
awesomedude企画 料金未定
off the topic企画 料金未定

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

●立200人
●座
●Drink ¥300～
●Food 

ALL ●オーディション有
●要問い合わせ

10/01
10/14
10/30
10/31

IWAI MEDETA2006 ￥2,800
パラダイスの夕暮れ　vol.2 ￥2,500
SUEDEイベント 料金未定
天空快イベント 料金未定
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渋
谷

新
宿

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

●立250人
●座150人
●Drink ¥500～
●Food 

●立350人
●座160人
●Drink ¥500～
●Food 

●立500人
●座
●Drink ¥500
●Food 

●立250人
●座60人
●Drink ¥500～
●Food ¥300～

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

●立
●座50人
●Drink ¥500～
●Food ¥350～

●立120人
●座60人
●Drink ¥400～
●Food ¥400～

●立180人
●座80人
●Drink ¥400～
●Food ¥100～

●立170人
●座
●Drink ¥300～
●Food 

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

●立200人
●座50人
●Drink ¥600～
●Food ¥300～

●立
●座60人
●Drink ¥300～
●Food ¥100～

●立
●座50人
●Drink ¥300～
●Food ¥100～

●立220人
●座100人
●Drink ¥300～
●Food ¥50～

RC

ALL

ALL

ALL

ALL

AC
アカペラ

AC

ALL

RC
PU
HC

RC

RC中心
ALL

AC

AC

RC

●ノルマ¥1,700×25枚
●オーディション有
●要問い合わせ

●オーディション有
●要問い合わせ

●ノルマ¥2,000×15枚
●オーディション無
●要問い合わせ

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

●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！

●ノルマ¥2,000×10枚
（初回ブッキングのみ）
●オーディション有

●要問い合わせ
●バンド編成可

●要問い合わせ
●音源審査有
●レンタル有

●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

●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

●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

●ノルマ¥1,000×10枚
●オーディション有
●要問い合わせ

●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

●ノルマ¥1,500×20枚
●オーディション無

10/05
10/20
10/28
10/29

MO'FEEVER VOL.1 ￥2,300+1D
羊NIGHT ￥2,000+1D
urayaneura ￥2,000+1D
SHIBUYAN NIGHT vol.4 ￥2,000+1D

｢Hands up Vol.1｣マイトレーヤー ￥2,000+1D
Diamond☆Yukai(~/15) 料金未定
megacycle night Vol.3 ￥2,300+1D
ゼットナイト「弾き語りナイト」 ￥2,100+1D

8th Anniversary ask info
LINK Vol.15 ￥2,000+1D
LUV GRAFFITI ￥2,000+1D
CARZOCK企画 ￥2,000+1D

ザ・バギーホールドジャイブス ￥2,300+1D
Lionbus ～ワンマン～ ￥2,000+1D
東京ヒーローズ　～ワンマン～ ￥3,000+1D
Bearsluck etc... ￥2,500+1D

「徒然道草～第三章～」寺岡呼人 ￥4,100(1D込)
Jackson vibe ￥3,400(1D込)
アンチノイズワンマンライブ ￥2,400(1D込)
「LADINSANE#21」 ￥2,900(1D込)

Jinbowgの日　Vol.18 ￥1,800+1D
indygo blue 料金未定
西山隆行、佐藤呼夏夢　他 ￥2,000+1D
たそがれコード　vol.4 ￥1,600+1D

諫山実生/堀下さゆり ￥3,000(1D別)
Rental Heart Cafe@ワンマン 料金未定
別所ユージ　企画ライブ 料金未定
久本朋子/泰輝/榎本公 3マン ￥2,000(1D別)

R25 ミュージックラウンジミーティング ￥2,000(1D込)
邦楽（三味線・浪曲・その他） 料金未定
ギンイロ企画 ￥2,000(1D込)
R25 ミュージックラウンジミーティング ￥2,000(1D込)

心ノ突然死企画YAD野良人 要問い合わせ
BOSSGOLLIRA企画 ￥1,000+1D
BADATTACK企画 要問い合わせ
4spikes企画 要問い合わせ

S.R.O.D~Survive MISSION-X~ ￥3,000+1D
Shock Edge the Live! 2DAYS ￥3,600+1D
Shock Edge the Live! 2DAYS ￥3,600+1D
Halloween Special LIVE ￥3,300+1D

KNOW FUTURE ￥2,000+1D
japanese Babies ￥1,800+1D
ギャーテーズ,三上寛 料金未定
THE TIGER BOSE ￥1,800+1D

レアソングアトラクション 料金未定
神山みさ/拝郷メイコ/他2組 料金未定
だいじゅ/梅津貴之/森本真一郎 ￥1,500(1D別)
長生きしようでぃ⑧ 金未定

渋沢力也×山嵜大路企画! ￥1,000(1D別)
（昼）入日茜とPOMの「いりぽん」 料金未定
（夜）有賀俊輔/Keiji/他2組 ￥1,000(1D別)
ネクストレジェンド/ヨシケン他 ￥1,500(1D別)

リタリン改名ワンマン&レコ発! ￥2,500
20世紀のレガロス番外編SP! ￥2,500
POWER NUDE復活1マン ￥3,200
ロック独立宣言 ￥2,500

フジモトタカコ ￥2,000+D
Peter's PunC!! Vol.9 ￥1,500+D
笑っていいべさ! Vol.3 ￥2,000+D
Nick 料金未定

eggman
03-3496-1785
渋谷
www.eggman.jp

10/01
10/13
10/18
10/20

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

10/08
10/07
10/27
10/20

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

10/14
10/15
10/22
10/27

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

10/07
10/08
10/22
10/28

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

10/01
10/14
10/15
10/29

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

10/06
10/07
10/21
10/26

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

10/08
10/14
10/22
10/28

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

10/01
10/08
10/20
10/28

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

10/07
10/08
10/09
10/31

新宿URGA
03-5287-3390
新宿
www.urga.net

10/04
10/07
10/24
10/26

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

10/05
10/07
10/20
10/28

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

10/12
10/22
10/22
10/26

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

10/01
10/09
10/15
10/27

10/06
10/15
10/21
10/29

●立250人
●座100人
●Drink ¥300～
●Food 

ALL ●オーディション有
●要問い合わせ

新宿RUIDO K4
03-5292-5125
新宿
www.ruido.org
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Live House in Tokyo City

新
宿

杉
並

●立150人
●座50人
●Drink ¥300～
●Food ¥300～

●立
●座75人
●Drink ¥525～
●Food ¥525～

●立80人
●座50人
●Drink ¥300～
●Food ¥300～

●立150～200人
●座70人
●Drink ¥300～
●Food 

●立150人
●座50人
●Drink ¥500～
●Food

●立90人
●座
●Drink
●Food 

●立300人
●座
●Drink ¥600～
●Food 

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

●立80人
●座50人
●Drink ¥400～
●Food

●立200人
●座
●Drink ¥600～
●Food 

●立120人
●座
●Drink ¥300～
●Food 

●立200人
●座80人
●Drink ¥300～
●Food 

RC 
PP

AC
CL

AC
CL

PP
RC
ALL

RC

ALL

RC

ALL

ALL

RC
IE
PU
etc.

RC
SL
RB
etc.

RC
PP
AG

●オーディション有
●要問い合わせ

●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

●ノルマ¥1,500×10枚
●オーディション有

●ノルマ¥1,500×20枚
●オーディション無●要問
い合わせ

●ノルマ無
●オーディション有
●要問い合わせ

●ノルマ¥1,500×15枚
●オーディション無
●企画、イベント有

●要問い合わせ

●オーディション無
●要問い合わせ
●まずは電話を

●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

●ノルマ¥1,300×20枚
●オーディション有

●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

●ホールレンタル料、要問
い合わせ
●要問い合わせ

●オーディション有
●要問い合わせ

アベ・ジュリー/木村ひさし/他 ￥2,500+1D
The ピーズ ￥3,000+1D
ザ・ニートビーツ/ザ・ビーチズ ￥3,000+1D
ザ・プライベーツ+1バンド ￥2,800+1D

Nude Voice ￥2,100+1D1F
センチメンタル･シティ･ロマンス ￥3,675+1D1F
田山雅充 ￥3,675+1D1F
律とイサト ￥3,990+1D1F

Kz-Sound渡辺ケイジ企画 ￥1,800+1D
ピアノインザトワイライト ￥1,500+1D
水よう日のうた会 ￥1,800+1D
発破道 ￥1,800+1D

爆音Grooveeツアー2006ヴァルキリー（島根）￥1,800
Dog Tag Vol.12~1st Anniversary~（~/8）￥1,800
HONEY FUNNY ￥1,800
シュール☆ファイヴ ￥1,800

the666ers ￥1,800+1D
あがた森魚&S.M.E ￥3,500+1D
GRANDNUDE ￥2,000+1D
BRAVECROW ￥2,500+1D

日本脳炎企画 ￥2,000+D
LOOSE RIDER企画 料金未定
BRAND JACK企画 料金未定
GIGATON企画 ￥2,000+D

渡辺学,Lily&Rose,佐野友樹　他 ￥1,500+D
骨肉ビールpresents 体育祭!! 料金未定
｢ROCK START~100TOWN~｣ ￥1,800+D
第9回ブルージーナイト ￥1,500+D

華氏429企画 ￥1,000+1D
二丁目Night!! MAGUMI ￥2,500+1D
JUNKENSTEIN ￥2,000+1D
ZombieEatPanda ￥2,500+1D

L.A 企画　サスペンダーズ他 ￥1,500+1D
natural gift ￥1,000+1D
natural gift ￥1,000+1D

門田祐輔 3329 lifes ￥1,500+1D
rega Don't Think ￥1,500+1D
NOVO（ex bonkin'clapper） ￥1,300+1D
SOBUT Scatters ￥1,500+1D

夜スト、チョコレイツ ￥2,800
FaveRaves、野村麻紀 ￥2,300
割礼、ミドリ、おにんこ! ￥2,800
朝生愛グループ 料金未定

煩悩108のサンセットフィルムス ￥2,300+1D
ライオネス小田祭 料金未定
ANOTHERSAMETIME 料金未定
LIVESANGUE vol.1 ￥2,500+1D

ツヨッシー&クボタ誕生パーティ ￥1,800+1D
LONG×BEACH企画 ￥1,800+1D
Very Ape企画 ￥1,800+1D
ground cover.企画 ￥1,800+1D

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

10/04
10/05
10/14
10/20

10/01
10/07
10/26
10/27

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

10/14
10/19
10/25
10/27

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

10/01
10/07
10/15
10/21

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

10/03
10/10
10/13
10/18

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

10/07
10/14
10/22
10/28

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

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

10/08
10/26
10/27
10/28

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

10/07
10/20
10/27
10/29

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

10/07
10/14
10/29

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

10/06
10/13
10/16
10/29

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

10/01
10/07
10/14
10/23

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

10/08
10/25
10/26
10/27

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

●立200人
●座
●Drink ¥600～
●Food 

AT
PU
RC
etc.

10/08
10/13
10/14
10/21

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

●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

10/16
10/18
10/23
10/25

ブルースセッション　参加自由 ￥500+オーダー
ジャズセッション参加自由 ￥1,000+オーダー
ブルースセッション　参加自由 ￥500+オーダー
ジャズセッション参加自由 ￥1,000+オーダー

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

10/03
10/08
10/19
10/30

謹成祝花/波流乱満/スズキジュンゾ ￥1,600+1D
Daevid Allenソロ ￥3,500+1D
三社/金子寿徳 ￥2,500+1D
吉岡秀晃TRIO ￥2,000+1D
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杉
並

墨
田

世
田
谷

台
東

中
央

千
代
田

●立200人
●座80人
●Drink ¥300～
●Food 

●立100人
●座40人
●Drink ¥500～
●Food ¥350～

●立60人
●座40人
●Drink ¥500～
●Food 

●立100人
●座50人
●Drink ¥500～
●Food 

●立
●座30人
●Drink ¥200～
●Food ¥150～

●立350人
●座80人
●Drink ¥500～
●Food 未定

●立130人
●座50人
●Drink ¥500～
●Food

●立150人
●座
●Drink ¥600～
●Food 

●立160人
●座80人
●Drink ¥300～
●Food ¥200～

●立350人（約）
●座
●Drink
●Food 

●立40人
●座30人
●Drink ¥500～
●Food ¥400～

●立200人
●座
●Drink ¥500～
●Food 

●立300人
●座90人
●Drink
●Food

ALL

AC
RB
JZ
ALL

ALL

ALL

AC
JZ
ピアノ
弾き語り

ALL

ALL

ALL

ALL

ALL

JZ 
BZ 
AC

RC

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

●要問い合わせ

●オーディション無
●貸切受付
●要問い合わせ

●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

●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

●要問い合わせ

●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

●ノルマ¥1,300×20枚～
●オーディション有
●要問い合わせ

●オーディション無
●ホールレンタル有
●要問い合わせ

●要問い合わせ

●要問い合わせ

●オーディション有
●要問い合わせ

●要問い合わせ

●オーディション無
●ブルーグラスが中心

enoruen/SPANCLE ￥2,000+1D
Cadiluck Bunny/child egg ￥2,000+1D
ブルボンズ/baking powder ￥1,800+1D
[cocolo color.5]/空中分解 ￥2,000+1D

The BLUE POWER 2DAYS（~/5） ￥2,700
服田洋一郎SESSION ￥2,700
GO-AHEAD ￥2,700
長見順マダムの計画 ￥2,700

ミタヒデキバンドバージョン ワンマンショウ! ￥3,000+1D
富田雅奥（フロウズン）､小澤聡（フロウズン） ￥2,000+1D
MUMU、他 ￥2,300+1D

COCOA/everlastinglie/他 ￥1,400+1D別
なづかひでかず/岸/他 ￥1,400+1D別
the creepers/Yamato the East/他 ￥1,200+1D別
SOUND KNIFE RECORDS&WAVER企画 ￥1,200+1D別

マリエ、オルコシオダ、ギター侍 ￥1,000+1D
futtongワンマンライヴ 料金未定
ミチバタCafé Vol.1 ￥1,000+1D
齋藤紗希子、Pache 他 ￥1,000+1D

OSAMU METAL 80S ￥3,500
the vintage 他 ￥1,800
Susanoo tricoror ￥2,500
ROCK ROCK こんにちは ￥1,500

THE GREAT BUDDHA ほか ￥1,500+1D
鳴川　譲　ほか ￥1,500+1D
DEXTER ほか ￥1,500+1D
STAR JET CRUSE ほか ￥1,500+1D

オワリカラ企画 ￥1,800（D別）
内藤・屋根裏共同企画　 ￥1,800（D別）
COOL JOKE企画 料金未定
バンディッツ～ワンマン～ ￥1,800（D別）

UP STEADY ￥2,800+D別
Bivattchee ￥2,300+D別
CHILD STOP ￥2,500+D別
野田タロウ ￥3500+D別

the freaqe ￥2,300（D別）
quadrarium ￥2,300（D別）
松原隆行 ￥2,300（D別）
凛 ￥2,000（D別）

梶原海、西遊記 ￥2,100+1D
加藤キーチ+YANCY+コテツ ￥2,500+1D
ソウルパウダードレッシング ￥2,100+1D
槌山永美、岡田尚輝 ￥1,800+1D

Yucca/他 ￥2,500+1D
サキノハカ/他 ￥2,500+1D
momo/他 ￥2,500+1D
The Chronicles他 ￥2,500+1D

東京砂漠 料金未定
東京サンフィーゴ企画 料金未定
Bazooka4企画 料金未定
DDT企画 料金未定

稲葉和裕&BGバディーズ ￥2,500
アッシュグローブ ￥1,700
テキーラサーキット ￥2,200
トニー中村&ステイトサイダース ￥2,000

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

10/07
10/13
10/14
10/29

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

10/04
10/13
10/14
10/27

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

10/09
10/13
10/18

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

10/01
10/08
10/15
10/22

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

10/13
10/14
10/22
10/28

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

10/01
10/06
10/13
10/22

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

10/14
10/21
10/22
10/27

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

10/01
10/06
10/09
10/29

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

10/10
10/15
10/20
10/29

CLUB251
03-5481-4141
下北沢
www.club251.co.jp

10/03
10/04
10/05
10/10

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

10/07
10/15
10/22
10/29

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

10/07
10/08
10/22
10/28

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

10/07
10/14
10/24
10/27

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

●立5人
●座50人
●Drink ¥500～
●Food ¥300～

AC
PP
RC

10/10
10/19
10/25
10/26

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

10/08
10/21
10/26
10/28

ECD/nhhmbase/z ￥2,300（1D別）
ハイコレ東京2DAYS（~/22） ￥2,500（1D別）
サードクラス/いなかやろう ￥2,300（1D別）
ロレッタセコハン/101A ￥2,800（1D別）
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Live House in Tokyo City

千
代
田

豊
島

中
野

練
馬

文
京

町
田

●立170人
●座40～50人
●Drink ¥500～
●Food

●立100人
●座
●Drink ¥500～
●Food

●立300人
●座100人
●Drink ¥500～
●Food 

●立120人
●座
●Drink ¥500～
●Food

●立300人
●座
●Drink ¥600～
●Food 

●立120人
●座55人
●Drink ¥500～
●Food ¥420～

●立300人
●座100人
●Drink ¥500～
●Food 

●立330人
●座
●Drink ¥600～
●Food 

●立100人
●座60人
●Drink ¥500～
●Food ¥200～

●立170人
●座90人
●Drink ¥500～
●Food 

●立100人
●座40人
●Drink ¥300～
●Food ¥300～

●立100人
●座70人
●Drink ¥500～
●Food 

●立250人
●座90人
●Drink ¥600～
●Food ¥600～

ALL

ALL

ALL

RC
PC
PP
ALL

ALL

FU
PP
JZ
etc.

ALL

ヴィジュ
アル

BZ 
FC
JZ
FU

HR/HM
Progre
J-PP
etc.

AC/RC
中心

PR
PU

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

●オーディション有
●要問い合わせ

●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

●ノルマ¥1,500×16枚
●オーディション有

●要問い合わせ

●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

●要問い合わせ

●オーディション有
●要問い合わせ

●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

●オーディション無
●要問い合わせ

●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

●ノルマ¥1,000×20枚～
●オーディション無

●ノルマ¥2,000×10枚
●オーディション有

●ノルマ¥1,000×10枚
●オーディション無

チフリンバンド◆他 ￥1,500+1D
キウイ太朗◆双六◆他 ￥1,500+1D
KANKE◆河先健◆他 ￥1,500+1D
オニゾリ◆祠神◆他 ￥1,500+1D

Shock企画　切腹しNIGHT-2006!!vol.2 ￥1,500+1D
あおぼし/elf11/CATS☆EYE/他 ￥1,500+1D
金谷ヒデユキ/森の木狩り達/他 ￥1,800+1D
｢一子相伝｣外伝-まつ祭!- ￥1,500+1D

emmure'e ワンマン… 料金未定
DEMONS,★HERO★　他 ￥2,000+1D
ぐしゃ人間/ミドリ/ゾンロリ ￥2,000+1D
President sixx ￥2,000+1D

CLEAVE,ENZWECK 料金未定+1D
the left hand drive 料金未定+1D
Pelotan,With A Splash 料金未定+1D
Wakeup Call,DRADNATS ￥1,500+1D

LOOPUS ONE MAN 料金未定
STRUSH Presents 料金未定
BLACK HEARTレコ発 ￥2,500
RISKYレコ発 ￥2,800

Groovy&Jammin ￥2,500+1オーダー
A-BAND-ON ￥2,500+1オーダー
HotPants ￥2,500+1オーダー
EbonyWest ￥2,500+1オーダー

REALREACH ムラマサ☆ ￥2,800
FULLMONTY ￥2,500
MUSHA×KUSHA ￥3,000
サザーランド　レオン ￥3,000

CYBER CIRCUIT① ￥3,000+1D
CYBER CIRCUIT② ￥3,000+1D
はばかる。ワンマン 料金未定+1D
THREE SIDES CODE 料金未定+1D

JAZZジャムセッション ￥1,500+1D
BLUESジャムセッション ￥1,500+1D
GAMBO ￥3,000+1D
K2-Unit ￥2,500（D込）

HR/HM活性企画
｢重金属運動会
"METAL MARATHON"｣（~/08） ￥2,000+D（2D付）
BALFLARE ￥2,000+D

ENEJAM ￥1,500+D
宮川鉄平対新宿心音会板谷祐 ￥3,000+D
Sugar ワンマン2days（~/24） 要問い合わせ
松永新那　あきいちこ ￥1,500+D

FOOMOON ￥1,300+1D
TRICK2SOUL ￥1,300+1D
NoiseGraver vol.10 ￥1,000+1D
No Look Out 企画 ￥1,300+1D

菊丘ひろみNight ￥2,500（1D込）
WearHouse ￥2,800（1D込）
STEWMAHN
安部まりあTRIONOS ￥2,800（1D込）

ドラマチックナイト　VOL70 料金未定
鎌倉建バースデイライブ 料金未定
唄ノ和会　其ノ五 ￥1,000+D
ハロウィンナイト 料金未定

バラケッツ ￥1,800+1D
LOOSE RIDER ￥1,800+1D
THE BO-NDS ￥1,800+1D
NAP ￥1,800+1D

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

10/06
10/07
10/14
10/21

10/06
10/12
10/18
10/21

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

10/03
10/13
10/15
10/21

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

10/08
10/09
10/14
10/16

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

10/14
10/20
10/27
10/29

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

10/03
10/04
10/13
10/14

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

10/07
10/08
10/14
10/17

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

10/07
10/08
10/10
10/25

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

10/10
10/17
10/20
10/29

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

10/07

10/28

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

10/06
10/19
10/23
10/25

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

10/07
10/14
10/27
10/28

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

10/05
10/11
10/20

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

10/08
10/15
10/28
10/29

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

●立100人
●座50人
●Drink ¥500～
●Food ¥500～

AC

10/15
10/15
10/22
10/28

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
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Live House in Tokyo City

町
田

港

武
蔵
野

目
黒

●立
●座
●Drink
●Food 

●立50人
●座30人
●Drink ¥500～
●Food ¥500～

●立70人
●座50人
●Drink ¥800～
●Food ¥700～

●立150人
●座60人
●Drink ¥500
●Food ¥500

●立
●座150人
●Drink ¥600～
●Food ¥600～

●立200人
●座100人
●Drink ¥600～
●Food

●立200人
●座50人
●Drink ¥500～
●Food 

●立400人
●座150人
●Drink ¥600～
●Food 

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

●立250人
●座80人
●Drink ¥300～
●Food ¥500～

●立200人
●座50人
●Drink
●Food 

●立10人
●座60人
●Drink ¥300～
●Food ¥400～

●立100人
●座40人
●Drink ¥500～
●Food ¥500～

ALL

AC
RC
ALL

平日JZ

土日祭
ALL

ALL

AC
RC

ALL

RC 
PP

PP 
RC 
MIX

ALL
JZ除く

ALL

ALL

JZ
WM

RC
BL
JZ

●オーディション有（音源
審査）
●要問い合わせ

●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

●オーディション無、平日出演者希望
者は、15名様以上の集客が必要

●土日は、ALLｼﾞｬﾝﾙ時間貸し（1万
円/1h）

●ノルマ¥1,500×19枚
●オーディション無
●プロ・アマ問わず

●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

●要問い合わせ

●要問い合わせ

●ノルマ¥2,100×25枚
●オーディション有
●要問い合わせ

●オーディション有
●要問い合わせ

●オーディション有
●要問い合わせ

●オーディション有
●要問い合わせ

●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

●ノルマ¥1,500×15枚
●要機材費 ¥2,000
●要問い合わせ

10/07

10/22

「Xieワンマン九合目」
（アーティスト） Xie ￥2,200
「~<裏>一期一会~」
（アーティスト） 藤岡　正明 ￥4,000

ブッキングライヴ（出演者募集中） ￥1,000+1D
弾き語りナイト ￥2,000+1D
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）

中澤裕美（vo） ￥2,000
松本あかね（p） ￥2,000
ジェームスK（vo） ￥2,000

アジマリカ、BLAZE etc ￥1,500+1D
HOP COASTERS企画 ￥1,800+1D
熊代光佑　etc ￥1,500+1D
プロジェクトK PRESENTS ￥1,000+1D

石野田奈津代 ￥3,000+1D
モアベターズ/林邦洋/石山竜市 ￥2,300+1D
sleepydog/片貝篤史　 ￥2,500+1D
藤田麻衣子 ￥2,500+1D

sola/LIZ/さとうもとき/... ￥2,500（D別）
MinxZoneレコ発 ask info
好色文化村 ask info
FUNGOワンマンライブ ￥2,900（D別）

夢来「ゆらい」主催イベント 料金未定+1D
「爆紅」主催 料金未定+1D
Good Better Best ￥2,000+1D
甚平ワンマン ￥1,000+1D

Cool Runningsレコ発 ￥2,500+1D
GELUGuGUツアー2006 ￥2,800+1D
2AU ￥2,800+1D
SPIRIT ROOM ￥2,300+1D

復活!アコースティックの夕べ! ￥1,800+D
熱いロック｢HIGHVOLTAGE｣ ￥1,800+D
Mastermindワンマン! ￥2,500+D
PUNKACHE vol51 ￥1,900+D

スランキーサイド/ライオン/グルタミン ￥2,000（1D別）
BUG'SFEED/BALLOON88/MOSKAMA/他 ￥2,000（1D別）
ズクナシ/ザ･たこさん/新宿フォーク ￥2,000（1D別）
SANDMAN/CLOUDNINE/The brother woods ￥1,800（1D別）

GrooveTonight 要問い合わせ
スモーキーチャイルド主催 要問い合わせ
THEDEADPOPSTARS 要問い合わせ
悪魔祭り ￥2,400

大野雄二（ピアノトリオ） ￥3,000+1D
NUU&英珠ライブレコーディング　￥2,000+1D
SHANTI&行川さをりライブ ￥2,000+1D
Vira Latas ￥2,000+1D

田中企画 目黒ックフェスティバル ￥1,500+D
ブルースセッション ￥1,500（D込）
金澤企画 詳細未定

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

10/01
10/03
10/22
10/27

Jaka'z
03-3587-0315
赤坂
www.jakaz.com

10/06
10/12
10/20

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

10/06
10/15
10/20
10/29

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

10/12
10/19
10/23
10/29

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

10/04
10/12
10/20
10/29

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

10/07
10/08
10/21
10/22

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

10/01
10/22
10/28
10/29

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

10/07
10/15
10/21
10/29

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

10/01
10/13
10/24
10/31

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

10/08
10/14
10/27
10/28

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

10/12
10/15
10/22
10/24

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

10/02
10/06
10/15

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

★クロサワ楽器店 ★イシバシ楽器店
★新星堂ROCK INN ★イケベ楽器店

今月号より配布エリア拡大2006,9,20より設置・配布する各店舗の紹介
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Live House Report by PEACH“おじゃましま～す”

2005年12月17日、新宿区役所通りにオープン。あらゆるジャンルの演奏が可
能な他ミュージカルも行える。キャパ250人のホールは一段下がった感じで、
高さ70cmのステージ上のアーティストを見上げる感覚は見世物小屋を思わ
せる。それでいてNYの箱をイメージさせる洗練された作りだ。音響もクリ
アでクラブ向きの音作りも楽しめるだろう。併せてムｰビングライトが客席
にまで配置されている。箱としてエンターテインメントを感じる。

新宿RUIDO K4新宿RUIDO K4新宿RUIDO K4新宿RUIDO K4

新宿区歌舞伎町1-2-13 新光ビルB2F
TEL （03）5292-5125
FAX（03）5285-0025
www.ruido.org/

ロックでも、又はアイドルを目
指している人でも志を持ったア
ーティストには上がって欲しい。
ステージに立つ意味を教えら
れるブッキングマネージャーに
なりたいです。（川上さん）

淋しくなった四谷のミュージックシーンを盛り上げるロック箱。音響の良さ
は折り紙付き。面白い事をしたいという事から毎月１回はアコデイを設けた
り、一人でもロックンロールやカバーナイトも類を見ない企画があったりで
色々な楽しみ方が得られる。店が頑張っていると認めたアーティストには自
社レーベルからリリースの道が開けるのも嬉しい。スタッフの親切な対応は
一人で店に入っても安心。みんなでロックの殿堂を作り上げていこう！

四谷アウトブレイク四谷アウトブレイク四谷アウトブレイク四谷アウトブレイク

新宿区四谷2-10 第2太郎ビルB1
TEL （03）5368-0825
FAX（03）5368-0858
www.hor-outbreak.com/index.html

音楽好きなら絶対楽しめる箱！
ライブハウスはこういう楽しみ
方をする所だという事を実感さ
せてあげます。佐藤をつかまえ
たら声をかけて下さい。一杯お
ごりますョ。（佐藤さん）

新大久保駅側道に2001年7月オープン。Max200人のホールに入って目につくの
は中央の柱にある「ダイブ禁止」の貼紙。アコースティックからメタル系まで幅広く
盛り上がりをみせる毎夜だが、毎月開催される「Dog Tag」はメロディありシャウト
ありのヘヴィロックイベント。ポップス、ロックを中心にアーティストが又出演したく
なるブッキングはお客様大満足するに違いない。カメラ４台、モニター3台は満員
時のお客様への配慮が感じられる。

新大久保CLUB Voice新大久保CLUB Voice新大久保CLUB Voice新大久保CLUB Voice

新宿区百人町1-10-7一番街ビルB1
TEL （03）5338-0938
FAX（03）5338-0939
www.clubvoice.jp/

幅広いブッキング、イベントを目
指しています。新大久保という
音楽の街の箱なので、音楽人は
当然、そうでない人も韓国料理
を満喫した後でも是非足を運ん
で欲しいです。（上村さん）

地下鉄神楽坂駅から徒歩約1分、9年目を迎えたライブハウス。入ってすぐ感じる
空気はまさにアンダーグラウンド。ちょっと変わった台形のステージ、野外で使え
る程の大きいスピーカー、打ち放しのホール。基本的にはロック箱だが、蓙を敷
いて楽しむアコイベントやDJイベントなどもあるらしい。アーティストは楽屋から客
席中央を通って上がるので、お客様のマナーも大事な演出効果となる。100人動
員のワンマンライブが気持ちよく感じる。

神楽坂DIMENSION神楽坂DIMENSION神楽坂DIMENSION神楽坂DIMENSION

新宿区矢来町112 第二松下ビルB1F
TEL （03）3267-8785
FAX（03）3568-1671
www.explosionworks.net/dimension/

見た目の割には音も環境もい
いので気軽に遊びに来て下さ
い。ドリンクメニューも豊富です。
皆さんに「対応がいい」と評判
のスタッフが相談にのります。
声を掛けて下さい。（門田さん）

新宿甲州街道と明治通りの交差点近くにある今年21周年の老舗ロック箱。階
段を降りると物販スペースがあり、そこから見えるモニターで演奏が確認でき
るのも嬉しい。ソフトドリンクはフリー、今後カクテルの種類を増やしていくの
もお客様にゆっくり聴いてもらうためだ。ホールに入るとスピーカーの大きさ
から音の大きさは想像できる。ハードコア、パンクを中心に実力主義の熱いス
テージが楽しめる。月1～2本組まれている店企画は期待も大きい。

新宿ANTIKNOCK新宿ANTIKNOCK新宿ANTIKNOCK新宿ANTIKNOCK

新宿区新宿4-3-15 レイフラットB1F
TEL （03）3350-5670
FAX（03）3354-3843
www.music.ne.jp/̃antiknock/

ハードルの高さを意識してもら
えるのは嬉しいです。スタッフ
も本気で見ますから真剣勝負
をしましょう。空回りはOK。で
も練習試合はお客様が見抜き
ます。Heart to Heart.（印藤さん）

新宿職安通り沿い、7年目に突入した爆音系の箱で知られるURGA。パンク、
メタル、ハードコアで毎夜盛り上がりを見せているが、あまり知られていない
のが月1回、ブッキング再度でアコイベントを組んでいる。他にも、ポップスや
ショー的なステージも演出可能だ。モニター3台、プロジェクター1台でイベン
トにも幅が出る。黒のイメージに木の温もりが感じられる、バーから続くカウ
ンターテーブルでライブ終了後の余韻を楽しむ事もできる。

新宿URGA新宿URGA新宿URGA新宿URGA

新宿区歌舞伎町2-42-16 第2大滝ビルB1F
TEL （03）5287-3390
FAX（03）5287-3392
www.urga.net/

お酒と音楽と人が好きな人は、
是非お集まり下さい。終わった
後みんながビールを美味しく思
えるようなサブ・カルチャーも大
事にしていきたいです。バーカ
ウンターで待ってます。（厳さん）

東京厚生年金会館すぐ隣り、今月3周年を迎えたオールジャンル対応の箱。入
口横にステージがある独持の設計はアンダー感が漂わず、むしろどこか垢抜け
した雰囲気を醸し出している。それを手助けしている照明、ステージ上のグラ
ンドピアノはあまり類を見ない。他にも店内は禁煙というのも珍しいだろう。音
も爆音というよりもちょっと物足りないさ淋しい感があるようにかんじられるかも
しれないが、バランスを重視してお客様が長居をしても苦にならないはずだ。

新宿LIVEたかのや新宿LIVEたかのや新宿LIVEたかのや新宿LIVEたかのや

新宿区新宿5-2-3 MRCビルB1
TEL （03）5919-0228
FAX（03）5919-0229
www.takanoya-records.com/

空気がキレイな上、LED照明を
入れていますから絶妙な色合い
がパフォーマンスを最大限に引
き立てます。垂れ流しライブを
させない為にコミュニケーション
を大事にしています。（唐木さん）

2000年春、大久保通り沿いにオープン以来、アコースティックからデスメタ
ルまであらゆるジャンルの音楽を提供し続け、ノルマ設定も低くアーティス
トにとっては嬉しい。スタジオミュージシャンから民族系の楽器を手にした
ビッグバンドのステージもある。100人位のお客様と盛り上がるには最適な
箱かもしれない。毎週月曜日夜にはブルースセッションが楽しめるので、楽
器は弾けるが演奏経験が少ない人など食事、酒と共にたのしんでみては如何。

Live music HOT SHOTLive music HOT SHOTLive music HOT SHOTLive music HOT SHOT

新宿区百人町1-17-7大久保ビルA館B1F
TEL （03）5338-8280
FAX（03）5338-8280
homepage2.nifty.com/hotshot/

お客様もアーティストの皆さん
もHOT SHOTに来て、最高に
たのしんで頂けるように工夫、
努力して頑張っていきますので
遊びに来て下さい。バーカウン
ターで待ってま～す。（前田さん）

Live House Report by PEACH“おじゃましま～す”
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