2014 年 12 月 24 日プレスリリース

コンサート

山口情報芸術センター［YCAM］コンサート

s ound t ectonics #15
「 sound & lyrics（サウンド・アンド・リリックス）」
2015 年 2 月 21 日（土）18:00 開演（30 分前開場）
山口情報芸術センター［YCAM］スタジオ A
今、見逃せないミュージシャンが YCAM に集結 ー
エレクトロ、ラップ、HIP HOP にご当地アイドルまで、2015 年必見ライブ！
山口情報芸術センター［YCAM］では、音楽（サウンド）
と詩（リリック）をテーマに 5 組のミュージシャンに
よるライブコンサート「sound & lyrics（サウンド・ア
」を開催します。
ンド・リリックス）
電子音響を中心に国内外のアーティストによる最
新のサウンドアートを紹介する、ライブコンサート
シリーズ「sound tectonics（サウンド・テクトニクス）」。

15 回目の開催となる今回は、豪華 5 組のミュージ
シャンを招き、サウンドとリリックの融合による、
音と言葉の新たな関係を追求します。
出演は、独創的な言葉を巧みに利用した女性 2 人組
エレクトロラップユニット Charisma.com（カリス
。唯一無二の存在感で多くの音楽家や
マドットコム）
芸術家を魅了するユニット降神（おりがみ）。大阪が
産んだブルータルオーケストラ Vampillia（ヴァンピ
リア）。次代のヒップホップ界を担う期待の超新星

ラッパー GOMESS（ゴメス）。山口で 2011 年に結成
し、次世代ブレイクアイドルとして注目される山口
活性学園。

YCAM が誇るハイクオリティの音響環境と多彩な
ミュージシャンが出会う時、一体どんな音が生まれ

出演
・Charisma.com（カリスマドットコム）
・降神（おりがみ）
・Vampillia（ヴァンピリア）
・GOMESS（ゴメス）
・山口活性学園

関連イベント
YCAM シネマ特集上映［映画俳優、浅野忠信］関連企画
一日限りの特別ライブイベント！

Asano Tadanobu Tribute Event: "excam"
2015 年 2 月 21 日（土）14:00 開演（30 分前開場）
山口情報芸術センター［YCAM］スタジオ A
※チケット情報や詳細は 3 ページ目をご覧下さい。

るでしょうか。この機会にぜひお楽しみください。
この機会に、取材や記事掲載にご協力いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。
お問い合わせ 山口情報芸術センター［YCAM］
TEL：083-901-2222 FAX：083-901-2216 メールアドレス：press@ycam.jp
〒 753-0075 山口県山口市中園町 7-7 http://www.ycam.jp
取材に関するお問い合わせ、プレス用写真等ご入用の方は上記までご連絡ください。
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プロフィール

Charisma.com（カリスマドットコム）

2011 年に結成。MC いつかと DJ ゴンチによるエレクトロラッ

降神（おりがみ）

降神は志人 /sibitt、なのるなもない /nanorunamonai を中心とし

プユニット。YOUTUBE に投稿した動画が話題を呼び、2013 年

たユニット。その唯一無二の存在感は「降神：origami」という

7 月 10 日「アイアイシンドローム」にてデビュー。スキルフル

ジャンルを作り上げ、HIP HOP 内外問わず、多くの音楽家や芸

ないつかのフロウと一度聞いたら耳から離れないエレクトロサ

術家を魅了している。演劇的とも称されるライブは従来の HIP

ウンド、メロディがこれまでにないジャンルを生み出している。

HOP のライブとは一線を画し、日本語表現の新たな方向性を指
し示す。

Vampillia（ヴァンピリア）

GOMESS（ゴメス）

吉田達也（RUINS）、竜巻太郎（NICE VIEW / TURTLE ISLAND)

1994 年生まれ、静岡出身。自閉症と共に生きるラッパーとして

のツインドラムや真部脩一 (ex 相対性理論 ) らを擁するブルー

注目され「BAZOOKA!! 第二回高校生ラップ選手権」に出場し

タルオーケストラ。アメリカでの初の正式リリースとなった、

準優勝を勝ち取る。Youtube にアップされた楽曲「人間失格」で

『Alchemic Heart』は、Pitchfork のレビューで 8/10 という高得

脚光を浴びる。

点を獲得した。

山口活性学園

2011 年 10 月に結成された 7 人組ご当地アイドルグループ。
日本屈指の熱量を誇るパフォーマンスで次世代ブレイクアイド
ルとして注目を集め、大型アイドルフェスへの出演など、全国的
に活動。
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開催概要

sound tectonics #15
「sound & lyrics（サウンド・アンド・リリックス）」
2015 年 2 月 21 日（土）
18:00 開演（30 分前開場）
山口情報芸術センター［YCAM］スタジオ A

チケット情報
発売日：1 月 10 日（土）
料金：オールスタンディング
前売

any 会員・特別割引 ・25 歳以下 1,500 円
当日

出演：
Charisma.com（カリスマドットコム）
降神（おりがみ）

Vampillia（ヴァンピリア）

一般 2,000 円

2,500 円 ※当日は各種割引対象外

※未就学児童入場不可
※託児サービスあり
※特別割引：シニア（65 歳以上）、障がい者及び同行の介護者

1 名が対象

GOMESS（ゴメス）

電話／窓口：

山口活性学園

山口市文化振興財団チケットインフォメーション

083-920-6111

10:00 〜 19:00 ※火曜休館、祝日の場合は翌日
主催：公益財団法人山口市文化振興財団

後援：山口市、山口市教育委員会

インターネット：

平成 26 年度文化庁劇場・音楽堂等活性事業

www.ycfcp.or.jp

技術協力：YCAM InterLab

24 時間受付 ※要事前登録

協力：東京ピストル

企画制作：山口情報芸術センター［YCAM］

関連イベント

YCAM シネマ特集上映［映画俳優、浅野忠信］関連企画
浅野忠信氏のカセットテープリリース（duennlabel より 2015 年春予定）記念
日本を代表する映画俳優でありつつ、同時に音楽ライブ、映画監督、ドローイ

お得な共通チケット
sound tectonics #15 ＋

ングなど幅広い分野にて精力的に活動を行うアーティストである浅野忠信に

Asano Tadanobu Tribute Event: "excam"

捧げる一日限りのライブイベントを催します。

料金：オールスタンディング

Asano Tadanobu Tribute Event: "excam"
2015 年 2 月 21 日（土）

14:00 開演（30 分前開場）
山口情報芸術センター［YCAM］スタジオ A
出演：Hair Stylistics（中原昌也）、Nyantora（koji Nakamura ／ナカコー）、

Duenn（ダエンレーベル）

前売

一般 3,000 円

any 会員・特別割引 ・25 歳以下 2,000 円
当日

3,500 円 ※当日は各種割引対象外

※未就学児童入場不可
※託児サービスあり
※特別割引：シニア（65 歳以上）、障がい者及び同行の介護者

1 名が対象

公演託児サービスのご案内

チケット情報：
発売日

1 月 10 日（土）

前売

一般 2,000 円／ any 会員・特別割引、25 歳以下 1,500 円

当日

2,500 円

※当日は各種割引対象外

※未就学児童入場不可

有料。2 月 14 日（土）までにチケットインフォメーションへお申込
みください。

車椅子・補聴システムのご案内
事前にお問い合わせください。

※託児サービスあり
※特別割引：シニア（65 歳以上）、障がい者及び同行の介護者 1 名が対象
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