
～音納め編～
 supported by

2017年１２月２３日（土・祝）
open 14:30／start 15:00／fin 20:25

仙台市青葉区一番町2丁目5-1 大一野村ビルB1F
TEL：022-262-5454（サンモール一番町商店街マクドナルドそば）

青葉通一番町駅から徒歩 約　3　分
仙台駅から徒歩 約　15　分

仙台 MACANA
 会 場 チケット前売り（+1drink）

一般　　　 2,800円(税込)

学生　実質  2,300円(税込)
※当日学生証ご提示で 500 円 キャッシュバック
※未就学児入場無料

brute in forest BruteRocks Chronograph Organic Call

渡辺諒 ( アンテナ )× 中川和寿Kazusou Oda 
Alternative Quartet

／ライブペイント＼

小田和奏

／バンド編成＼

主催：しらっち＠ツナグ。　共催：HiLiNE 実行委員会
チケット詳細・各アーティストの情報は特設サイト（http://hiline.jp/2017/tsunagu.html）にて配信中！



年間約150本以上ライブに通う生粋の音楽好き。2014年、大学2年
生の時にHiLiNE加入。土地と音楽を愛する中で出会った「ライブで
輝く人」をピックアップする機会をより増やしたいと考え、個人主
催のライブイベント「ツナグ。」を本年より始動した。「ツナグ。」が
今回で5回目となることを祝し、HiLiNEのサポートの元、記念ライ
ブとして敢行する。

2012年9月設立。仙台を拠点とする20代中心のボランティア
団体。 「音楽やアート、そして仙台をより身近に、より気軽に」
がコンセプト。5年連続12月に仙台で音楽とアートの複合型
冬フェス「HiLiNE WiNTER FES」を開催。また、地域のお祭りや
来仙アーティストのイベントを制作・協力するなど、活動の幅
をじわじわと拡大中。

Twitter：@tsunagu_sh 
mail：tsunagu0604@gmail.com
Facebook：https://facebook.com/tsunagu0604/

Twitter：@HiLiNEjp 
Mail：info@hiline.jp
Web：http://hiline.jp

主 催
しらっち 
@ ツナグ。

共 催
HiLiNE
実行委員会

（通称：はいらいん）

２０１６年４月結成、仙台を拠点に活動する
５人組バンド。Chronograph(クロノグラ
フ)=「全てを繋げる」。会場の一人一人が
１つの歯車のように働くことで、何かを起

こしたいという願いをモットーに活動中。２０１７年１０月には東京のライブ
イベントにてO.Aに抜擢。同年１１月には初の自主企画をenn2ndにて開
催、２枚目の音源「かたわれ」をリリース。無事盛況にて幕を閉じた。Vo.平
野が紡ぐ歌詞はリアルの明暗をより際立たせる。鍵盤とコーラスワーク
が彩りを加え、楽曲センスが光るバンド。

Chronograph
ツナグ。
PUSH！

はいらいん   検索

２０１１年結成。 ボーカル&ピアニカの佐藤
誠士(サトウセイジ)とアコースティックギ
ター&コーラスの重信貴俊(シゲノブタカ
トシ)からなる２人組ユニット。 ２人編成、

アコースティックバンド、フルバンドと会場の規模に合わせて多彩な形態
でライブ活動を展開。 今までにフルバンド編成としての音源”Cycle of 
Seasons”３曲入りと、アコースティックバンド編成としての音源”COLOR 
MATERIAL”７曲入りをリリース。

brute in forest
HiLiNE
PUSH！

《ニューレトロバンド》アンテナのVo.&Gt.２
０１６年１０月に出演したMINAMI WHEELで
は、心斎橋VARON入場規制。２０１７年１月に
４thミニアルバム「天国なんて全部噓さ」発

売。東阪仙ワンマン含む全国ツアーをバンド史上最大規模で敢行。ARABAKI 
ROCK FEST.１７出演。１０月にはテイチクエンタテインメント内BOGUS 
RECORDSよりメジャーデビュー。同日にメジャー1st mini album「モーンガー
タ」をリリースし、全国６箇所を回るツアー「Late at Night ２０１７」を敢行中。

渡辺諒 ( アンテナ )

２０１４年仙台にて結成された４人組ロッ
クバンド。 ポップパンクを軸にラウドや
ハードロック、カントリー等あらゆる音楽
を独自の感性で昇華させ、ジャンルレス

バンドとして活動中。２０１６年１２月にはSWANKY DANKの全国ツアー奈良
公演でO.A.を務め、翌年３月に仙台で行った初のワンマンでは見事ソー
ルドアウト。６月にはJMS主催のフリーサンプラーに参加し、１０月には
DateFM主催の大規模サーキットイベントに出演した。

BruteRocks
ツナグ。
PUSH！

絵描き/ペインター。ライブペイント
(Hi-STANDARDライブ会場 / ARABAKI 
ROCK FEST.  、オハラ☆ブレイク 等)、Ｔ
シャツデザイン(ARABAKI ROCK FEST.  

/ グッドモーニングアメリカ、HAWAIIAN6、G-FREAK FACTORY / graniph 
等)、ステージ装飾、仙台駅四郎デザイン、個展、MVおよびジャケットデザ
インなど、活動の幅が広い。１０月に仙台MACANAにて開催されたアン
テナのワンマンライブにて、メンバーの衣装制作を手掛けた。

中川和寿

２０１６年１２月結成。vo/gt.平田の哀愁ある
独特な声と郷愁に駆られる楽曲たちが、
観る人を惹きつけている。２０１７年７月に
初のシングル「方舟の案内人」を発売、同

日にレコ発企画を開催。この公演を皮切りにバンド初のツアーを敢行し
た。このシングルは発売後１ヶ月で販売数が３００枚を超え、反響を呼んで
いる。また、株式会社MASH A&R主催オーディション「MASH FIGHT Vol.
６」にて７月度MONTHLY ARTISTに選出されるなど、注目度の高まってい
るバンドである。

Organic Call
ツナグ。
PUSH！

広島県広島市出身。２００１年よりロックバ
ンド「No Regret Life」のギターボーカルと
して活動を開始。２００５年Sony Musicより
メジャーデビュー。２０１３年、バンド解散

後、ソロプロジェクトを開始。また、小田の別名義プロジェクト「Coda」とし
てテレビアニメ「ジョジョの奇妙な冒険」のテーマソングを数多く担当。２０１
７年４月には１５曲入りフルアルバム「Nachtmusik(ナハトムジーク)」をリ
リースし、全国ツアーを敢行。今回はツアーメンバーである、大宮”Haze”洋
介 Drums、菅野”Canon”信昭 Bass、高橋”Man”レオ Guitar、小田和奏 
Guitar,Piano,Vocalでの出演となる。

小田和奏 
Kazusou Oda 

Alternative Quartet
HiLiNE
PUSH！

●Twitter、メール
　下記、ツナグ。またはHiLiNEの

Twitter、mailまで「お名前」「チ
ケ ッ ト 枚 数（ 一 般・学 生 各 何
枚）」を送信してください。ご予
約完了の返信を致します。

●店頭販売
　・仙台 MACANA
　・バンダレコード
　   宮城・山形・福島全 9 店舗
　・SCRUM 宮城全 2 店舗
　・café the EACH TIME
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brute in forest

中川和寿
ライブペイントタイムあり

渡辺諒（アンテナ）
×

中川和寿
全編ライブペイント！

　Organic Call

　
小田和奏 
Kazusou Oda

Alternative Quartet
中川和寿

ライブペイントタイムあり

　
BruteRocks

オープニング

トークタイム！（ステージ）
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ライブペイント

※出演アーティスト・出演順は都合により予告なく変更、またはキャンセルになる場合があります。その場合の返金は行いませんのでご了承ください。

●はいらいん公式サイト予約 
　 ＜郵送申込者限定＞  

　  ★ツナグ。×HiLiNEコラボ記念★
　缶バッジ付チケット ( 送料無料 )　 

※11/30 までの申込みが対象です。
　 　それ以降は送料無料のみ適用となります。

＼初コラボ実現！！／

12/23（土・祝）「ツナグ。」～音納め編～ supported by HiLiNE@仙台MACANA

オフィシャル
グッズ

ツナグ。× HiLiNEコラボ
＜限定＞缶バッジ

１個 100 円（税込）
数種類デザインあり！

予約方法


