2006 年 10 月 20 日
ニュースリリース

第１回渋谷音楽祭に出演するライブハウス推薦アーティスト３２組が決定
「第１回渋谷音楽祭」 心をつたえる～3 little words Campaign 2006～

「こんにちは。ありがとう。ごめんなさい。」
特定非営利活動（ＮＰＯ）法人渋谷駅周辺地区まちづくり協議会
渋谷音楽祭実行委員会

NPO 法人渋谷駅周辺地区まちづくり協議会（理事長：志村清一、アドバイザー： 安藤忠雄/
建築家、オブザーバー： 渋谷区）は、2006 年 11 月 19 日（日）、渋谷 C．C．Lemon ホール（渋
谷公会堂）、渋谷マークシティ・イースト１F、マルイシティ渋谷・１Ｆプラザの３会場をひとつとし
た第 1 回渋谷音楽祭を開催いたします。
この度、渋谷にある２５の協力ライブハウスが推薦する３２組の出演アーティストが決定し
ました。音楽の枠を超えて、国際交流人として活躍する谷村新司氏が第１回渋谷音楽祭の
フラッグアーティストを努め、さらに押尾コータロー氏がゲストアーティストとして出演し、渋谷
のまちから心を伝えるメッセージを音楽で発信していきます。
３つの会場からなる第 1 回渋谷音楽祭は、渋谷マークシティ・イースト１F の会場からスター
トし、マルイシティ渋谷・１Ｆプラザ、渋谷 C．C．Lemon ホールのスタートへ繋ぎ、渋谷のライブ
ハウスで活躍する全３２組のアーティストの歌と演奏を１日を通して楽しむことができます。
創造性に富んだアーティスト達の音楽は、多様性のまち渋谷らしく、J ポップ、ハードロック、シ
ャンソンなど様々なジャンルで展開され、 彼らの音楽を通して発信する心の姿勢と音楽性の
質の高さは、聴く人たちに新鮮な感動と希望を与えるに違いありません。 谷村氏とライブハ
ウス推薦アーティスト達、さらには押尾氏との世代を超えたパフォーマンスが期待される一日
となります。
渋谷 C．C．Lemon ホールには、渋谷マークシティ、マルイシティ渋谷に出演するアーティス
トたちも全員が集合して、谷村氏が第１回渋谷音楽祭のために作るテーマソング「Heart in
Heart（ハート・イン・ハート）」を全員で歌い、ファイナルステージを飾る予定です。

なお、第１回渋谷音楽祭開催概要、各会場の出演アーティスト、会場マップ、協力ライブハ
ウス一覧、ＮＰＯ法人渋谷駅周辺地区まちづくり協議会概要は、それぞれ<別紙１>から<別紙
５>までをご参照下さい。
本日この資料は、都庁記者クラブに配布しています。

※お問い合わせ先
ＮＰＯ法人渋谷駅周辺地区まちづくり協議会 事務局

担当：川上真由美

東京都渋谷区道玄坂 2-10-7 新大宗ビル 2 号館 626 号
TEL：03-3463-8826 FAX：03-3463-9665
E-mail：shibuya@mx10.ttcn.ne.jp

＜別紙１＞
「第 1 回渋谷音楽祭」開催概要

●開催日：

２００６年１１月１９日（日）

●会

第 1 会場：渋谷 C．C．Lemon ホール（渋谷公会堂） 17：00～20：00（予定）

場：

料金：S 席 3,000 円、A 席 2,500 円、B 席 2,000 円
第 2 会場： 渋谷マークシティ・イースト 1Ｆ 12：00～15：30 (予定) 無料
第 3 会場： マルイシティ渋谷・１Ｆプラザ

14：00～14：45 （予定） 無料

● 券 売： 電子チケットぴあにて発売中、 http://pia.jp/t、（P コード 240-055）
TEL 0570-02-9999（オペレーター）、 TEL 0570-02-9111（有人 10：00～21：00）
●主

催： ＮＰＯ法人 渋谷駅周辺地区まちづくり協議会、渋谷音楽祭実行委員会

●後

援： 警察庁、渋谷区、東京商工会議所渋谷支部、日本放送協会、文部科学省

●協

賛：

株式会社伊藤園、株式会社資生堂、株式会社東芝、株式会社ドトールコーヒー、
株式会社ナチュラルステーション、キユーピー株式会社、キリンビール株式会社、
東急不動産株式会社、東京急行電鉄株式会社、日本システムウェア株式会社、
日本たばこ産業株式会社

●特別協力： 株式会社エフエム東京
● 協

力： イッツ・コミュニケーションズ株式会社、大向地区町会連合会、
株式会社キューフロント、東京コミュニケーション放送株式会社、
株式会社シブヤテレビジョン、渋谷 25 ライブハウス（別紙４）、
株式会社渋谷マークシティ、株式会社丸井渋谷店、
東京メトロポリタンテレビジョン株式会社、氷川地区町会連合会、ぴあ株式会社、
渋谷区商店会連合会・中央ブロック（渋谷中央街、渋谷道玄坂商店街振興組合、
渋谷地下商店街振興組合、渋谷センター商店街振興組合、渋谷宮益坂商店街
振興組合、渋谷公園通商店街振興組合、渋谷駅東口商店会、東急本店前商店会、
東急プラザ商店会、渋谷青山通り商店会、渋谷百軒店商店会、明治通り宮下パー
ク商店会）、株式会社ヤマハミュージック東京・渋谷店

●その他：

渋谷音楽祭ブログ http://blog.goo.ne.jp/shibuyaongakusai/

＜別紙２＞
各会場の出演アーティスト

■渋谷 C.C.Lemon ホール（渋谷公会堂）会場
出 演: 谷村新司、押尾コータロー（ゲストアーティスト）、
渋谷ライブハウス推薦アーティスト（１２組）/ 大西洋平（オオニシ・ヨウヘイ）、
MSG（エム・エス・ジー）、サカヒカリ（サカヒカリ）、SAKURA BANDA（サクラ・バンダ）、
SECADE（シーケイダ）、しばのまり子（シバノマリコ）、ダムダム団（ダムダムダン）、
FROOTS（フルーツ）、MUSIQUA（ムジカ）、Really Nuts（リアリーナッツ）、
六畳人間（ロクジョウヒトマ）、渡辺ケイジ（ワタナベ・ケイジ）、

■マルイシティ渋谷 １Ｆプラザ会場
出 演：渋谷ライブハウス推薦アーティスト（４組）/ 川浦正大（カワウラ・マサヒロ）、
soulife（ソウライフ）、 [ma]（マ）、木蘭（モクレン）

■渋谷マークシティ イースト１Ｆ会場
出 演：渋谷ライブハウス推薦アーティスト（１６組）/ 青葉ユウゴ（アオバ・ユウゴ）、
アコジィ（アコジィ）、麻田キョウヤ（アサダ・キョウヤ）、Ayako（アヤコ）、
Welsh Blues CP（ウェルッシュ・ブルース・シーピー）、K-Bros（ケー・ブロス）、
SAFETY SHOES（セイフティ・シューズ）、Take free market（テイク・フリー・マーケット）、
ティダ（ティダ）、ネロ（ネロ）、ＮＯＲＯ（ノロ）、ヒトミリリィ（ヒトミリリィ）、
Fine color days（ファイン・カラー・デイズ）、プールサイド（プールサイド）、
lemon leaf（レモン・リーフ）、わたなべ歩（ワタナベ・アユム）、

＜別紙３＞
会場マップ

◎お問い合わせ先：
ＮＰＯ法人渋谷駅周辺地区まちづくり協議会
事務

局

渋谷 C.,C..Lemon ホール

担当：川上真由美

東京都渋谷区道玄坂 2-10-7 新大宗ビル 2 号館
626 号
TEL ： 03-3463-8826

FAX ：

E-mail：shibuya@mx10.ttcn.ne.jp
エラー!
エラー!お問い合わせ先：
NPO シブ亜 y 駅周辺 h 地区

渋谷マークシティ イースト１F

マルイシティ渋谷 １F プラザ

03-3463-9665

＜別紙４＞
協力ライブハウス一覧

ライブハウス名

TEL

URL

1 青い部屋

03-3407-3564

http://www.aoiheya.com/

2 WASTED TIME

03-3461-8383

http://www.wastedtime.jp/

3 KABUTO

03-5468-0050

http://www15.ocn.ne.jp/~kabuto-1/

4 GUILTY

03-3770-1130

http://www.guilty.ne.jp/

5 SHIBUYA24 GIG-ANTIC

03-5466-9339

http://www.gig-antic.co.jp/

6 shibuya eggman

03-3496-1561

http://www.eggman.jp/

7 Shibuya O-EAST

03-5458-4681

http://www.shibuya-o.com

8 Shibuya O-WEST

03-5784-7088

http://www.shibuya-o.com

9 Shibuya O-nest

03-3462-4420

http://www.shibuya-o.com

10 Shibuya O-Crest

03-3770-1095

http://www.shibuya-o.com

11 SHIBUYA DESEO

03-5457-0303

http://www.deseo.co.jp/

12 渋谷アピア

03-3464-9590

http://apia-net.com/

13 渋谷 club 乙-kinoto-

03-3780-1010

http://kinoto.jp/

14 渋谷クラブクアトロ

03-3477-8750

http://www.club-quattro.com

15 渋谷 CYCLONE

03-3463-0069

http://www.yaneura.co.jp//

16 渋谷屋根裏

03-3477-6969

http://www.yaneura.co.jp/shibuya-yaneura/

17 渋谷 DUO

03-5459-8716

http://www.duomusicexchange.com/

18 渋谷 RUIDO K2

03-3462-5310

http://www.ruido.org/k2/

19 TaU KITCHEN

03-5784-8088

http://www.deseo.co.jp/taukitchen/

20 TAKE OFF 7

03-3477-5876

http://www.remus.dti.ne.jp/~kox

21 PLUG

03-5428-9188

http://www.shibuya-plug.tv/

22 La.mama

03-3464-0801

http://www.lamama.net

23 LIVE HOUSE LOOP

03-3797-9933

http://www.live-loop.com/

24 ライブハウス「多作」

03-3406-8051

http://www.tasaku.com/

25 7th FLOOR

03-3462-4466

http://7thfloor.web.fc2.com/

＜別紙５＞
ＮＰＯ法人渋谷駅周辺地区まちづくり協議会概要

所在地

：

東京都渋谷区道玄坂 2-10-7 新大宗ビル 2 号館 626 号
TEL：03-3463-8826 FAX：03-3463-9665

理事長

：

志村 清一

アドバイザー： 安藤 忠雄（建築家）
オブザーバー： 渋谷区
認証日

：

２００４年７月２２日

会員数

：

９４（団体１７、個人７７） 9 月末日現在

目 的

：

（定款第３条より）
この法人は、渋谷駅周辺地区を利用する人を対象として、当該地区の将来あ
るべき姿について、調査、研究、啓発、提言、並びに各種支援に関する活動を
行い、当該地区をより住みたい街、働きたい街、楽しみたい街とするべく、人が
主役の文化と変化を感じる安全で安心できるまちづくりを形成することにより、
当該地区のまちづくりに貢献することを目的とする。

ホームページ： http://www.shibumachi.com
以上

