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HEY YOU!
1st live
in Hong Kong
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014

001

我ら後続組は着いた日は

コレ！これよ！

この局で使い倒される

とりわけする事もなかっ

この屋台こそ数々のグル

AD みたいなお兄さんが

たのですが、先発で記者

メ番組で目にしている

こう見えて今回我々をコ

会見や取材などなど既に

THE HONG KONG ！

ーディネートしてくれる

多忙なスケジュールをこ

これら全て日本円で僅か

JAZZWU 君（年齢不詳）
。

なしてる ANNA と今宵の

100 円するかしないかの

香る港と書いて香 港 ！

夜会にて合流すべく準備

激安プライス！

どうもこんにちは、ジャ

をしてます。

ッキーチ・エンです。

タキシードなど着こんで

香港です！街中漢字ばっ

リチャード・ギアになる

かです！

べく。

DAY
1
HONGKONG

で、親分と合流。

1997 年に英国よりチャイ
ナに返還されたこのメガ
都市に我らが親分が降り
立ったと聞いて親分より

夜会へと Rikiji(Bs) サン

一日遅れでやってまいり

をお迎えに参上したとこ

ました。

ろ、なんすか？このテキ

ちなみにこないだの沖縄

サスの牧場にいそうなこ

もジョン・・じゃなかっ

のオッサンは・・。

た、ジャッキーチにとっ
ては初上陸でしたが、こ
の香港もお初です。
それまで香港といえば吉

が、せっかくなんで街に

本芸人のホンコンさんの

繰り出し 130R のホンコン

顔しか浮かびませんでし

さんでない香港を体感す

が、我らが合流時にゃ親

た。

べく、WALK & SHOOT!

分すでに出来上がり状態

暑い東京を離れてどんな

といふ（笑）

とこかと思いきゃ、湿度

いや、いいっすねぇ〜！

もプレゼントされて更に

いつものあの据わった瞳

暑かったといふ・・

をここ香港で見られると

まなこ

が、ゴイスーな街っすね！

は。
え！？お、お父上！？

親分にとって世界は一つ

香港国際空港から市内ま

Rikiji サンの？こりゃあ失

なのです。

でを移動するバスの車

礼いたしやした (^_^;)

中。
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お〜っと！ Dr. ケン・シ

それぞれ思い思いの期待

なんでも、凄まじくトラ

ブヤ、いきなりのナンパ

が膨らんでいた。

ベラーなお父上だそう

モードかぁ〜！？

で、Rikiji サンが自身の

しかしこのホールスタッ

渋谷「HONG KONG のチ

バンド Oblivion Dust で

フのおねーさん、すっげ

ャンネェ（お姉さん）、ど

の TOUR な時も数々の場

ー可愛くね？

んな子いるかなぁ！ヒ〜

所に付いて行ってそりゃ

これを香港美人といふの

〜〜ハァ〜〜〜〜」

あもう世界中で数々の武

だろか。

KAZUMA「・
・
・。男はな、

勇伝を残して来た伝説の

このケン・シブヤの独走

真の男たる者妄想より行

トラベラーなのだそうで

プレイに周囲の漢共から

動だ。
」

す。

バッシングの嵐が・・。

ヤロー

なんかこの２ショットが
膨らむ場所が違う人もい

リュウケンとラオウに見

そんな香港第一日目は事

た。

える・・・

の他シンプルに更けてゆ
く・・。

DAY
1

DAY
2

さてまず会場に着いたら、なんでもこういう大

肉片は羅将たちの糧となりけり。

掛かりな芸事の前にはやらなきゃいけない地元

※ ANNA も皮だけいただきました。

魂を込めた決死のリハ。
皆想っている、このアジア経済

の儀式があるのだそうです。
儀式の名称が判らないので仮にここでは「焼豚

そしてこの糧がね、

No.1 のメガロポリスで、この

帰天の儀」と名付けましょう。

激ウマなんすよ！激ウマ！

リハに死ねるならオレ達本望。

ではこの儀式をご覧あれ。
肉超ジューシーでヤベーっ

さて 2 日目。
今日こそがその目的たる ANNA TSUCHIYA 香

ごいすーっすねぇ〜・・・こ

す。

港公演当日です。

のブー君の丸焼き。まさに焼

これぞ食の都の真髄！

さーて、どんな会場でしょうか。ホテルのとて

豚の儀。スンゲー美味そうな

なんの儀式だかはわかりませんが毎日この儀式

も近くだそうですが。

んだけど。

やりたいです（笑）
まぁショウの無事を祈っての儀式とは思います

ま、何はともあれ朝食を。
朝食は大事です。

まずはお神酒らしきものを飲

が、帰天したポークの恵みがきっとふりそそい

AKB48 も朝ゴハン食べなきゃ Axx Hole よぉ〜

ん・・・え！捨てちまうんす

でくれるでしょう to us.

ん、って言ってますし。

か！？地面に流しちゃって。
これはこの会場からハーバ

するとなんとタイムリーなことにジャーマネ小

ーを臨んだ風景。

山っちから電話が。
「これからループーのドイサーでズ

お次になんか書いてある紙を

ここ、夜んなったら夜景綺

ーチーのガーバーをべたるから来な

敬い、

麗なんだろうな・・。

い？（これからプールサイドでチー
ズバーガー食べるから来ない？）」
んまーじっすか！？朝からチーズバ

この炎のように熱い血潮を

ーガーを食うなんて、あんたらいっ

帯びた女、土屋アンナ。

たいどういう胃袋してんだ！？
素敵な胃袋。

して燃やして、それを炎がボ

キミはこの FLAME に何を

ボボボーボボボの１斗缶にく

想ふのか・・・

べ、
炎の女「この香港で Atashi

さて会場行くためのロビー集合時間までまだ３

は燃える。そう、この朱音

時間以上ありますので、皆ちょいとブラブラ街
へ繰り出した模様。

ANNA「アチチチチチ」（笑）

に染まる炎のように。でも

それぞれが土地勘も無いところを彷徨ううちに

香港のオーディエンスは燃

あっという間に３時間は経ち、集合時間に。

えてくれるだろうか・・・。

さぁ昨日に引き続きこーでねぇと、っつーくら

ううん、
何を迷ってるの！？

とりあえず腹がかゆいらしい。

アンナ。あんたらしくない

い鬼コーディネートしてくれる JAZZWU 引率の
もと、僕たち悪い子学園の園児たちはハーバー

社長も燃やす。

わよ！アタシはアタシ。ア

にある会場へと。

社長「・・・この炎のよふに

タシの血のこのたぎる想ひを素直に出せばいい

今宵燃えるぜ夜の九龍。」

の。それでいいんだっちゃ。ラムだっちゃ。
」

到着。
頭部だけになったブー君を悼む Rikiji。
そして全員でブー君を背中か

る場所はいわゆる１００万

ら桜田門外の変の如くブった

Rikiji「〜アンタ、美味かっ

ドルの夜景といわれる場所

斬る！

たぜ。〜」

メンバーたち。
その喜びを Dr. のケン・シ

の夜景側にいますので、ウィキペディアから失
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そんな死をもいとわないリハが終了し、リハの
無事終了を神に感謝する

この会場ですが、我々がい

敬した対岸からの写真でホールの外観をご覧あ

しかしこの儀式、こうい

ブヤはあえてギターで表

れ。

う公演のたびにやんのか

した。

こう見るとデカいっしょ？

そのブった斬った肉塊をこの

な・・・？
弾く曲は Enter Sandman(METALLICA) だ。

中華屋のオヤジみたいなオッ
サンがまぁなんとも華麗な包

さて儀式も終わったとこ

Sandman が Enter するように和製カー

丁裁きで一口サイズに。

で、ウォーリアーズ諸兄は

ク (Kirk Hammett/METALLICA) の呼び

つかアンタ何者？

リハへと向かいます。

声も高い Shinji も Enter する。

カノジョも Enter する。

ここ香港の地で土屋アンナの SOUND がどのよ

今日はカメラマンとして SHOOTER ﾕ S

うに浸透し、そしてこれから行われる祭りの時

RUNWAY を駆け巡る。

そして Sandman 全員が

間を共有してくれるのか・・・

Enter する。

その期待と不安に彼ら香港の民は冒頭の Dirty

世の中にカメラというものが数あれど、

Game から既に Answer を出してくれていた。

ここで今日彼が選んだカメラは携帯型の
カメラだ。しかも２台。このカメラ、２

あと数分で本番だ。
しかし Sandman たちは渇

これだ。

台ともな、なんと！

いていた。

１．２．３

電話機としての機能も持ち併せた超ハイ

身も心も渇いていた。

テクマシンだ。それは文字を相手に送る

魑魅魍魎の棲む音楽業界の

事も可能なのだ。JOHN も負けてはいら

修羅場を駆け抜けてきた

れない。

Sandman たち。
な、何！？ Kazuma をソレで！？

彼らを癒す事が出来る唯一無二のもの。それ
は・・・

おっつ！新曲の [Shout in the Rain] じゃない
よーし、オレも。

か！
喫煙。

こないだ沖縄であの激情的な PV を Shoot してき
たあの曲だ。

香港市民のエナジーはタフだ。

大のオトナがまるで欲しいオモチャを競

文字通り煙を満喫するので

まさか特効で PV

いやいいねぇ〜！昨年の韓国もそうだったけ

って取り合うかのように、Kazuma を撮

あった。寸暇を惜しんで。

よろしく水が降

ど、同じアジア人同士でこうやってイカした

り合う。

だが喫煙はあなたの健康を

って来るなんて

ROCK ﾕ N NIGHT を共有できるねんてさ。

Kazuma ﾉ Forever.

損なう恐れがある上、心臓

ことは・・・

無人島なんざでお互いギャーギャー言ってるヒ

そんな KAZUMA の神々しい

マがあったら拳を振り上げてアタマを振って

ソロから突入したのは LAST

ROCK の神を賛美しろってんでぃ。なぁ？違う？

SONG、[ROSE]

病のリスクが増す恐れがあります。
吸い過ぎには十分ご注意ください。

無かった。

血中ニコチンフルスロットルでいざ

でもわからんぞ、東京の公演だったらお馴染み

ANNA が愛するように隣人を愛せよ！オーディ

制作の杉本サン、仕込みかねん。

エンス諸君。

燃えるオンナがステージ上で刹那の水にまみれ

Ride On ﾕ〜 knock down あたりになると、土屋

るシーンといふのも見てみたいものだ。

アンナをそこまで知らなかったであろう香港市

人類皆兄弟。

開演！

民も、もう 10 年来 ANNA の曲を聴き続けている
Oh![ 黒い涙 ] ではありませんか！

かのようなそんないいカンジになってきてる。

世界各国で人々の涙腺を刺激しつづけて来た至

ちなみにこの人もいいカンジだ。

高のバラッド。

お馴染み Tech の永野っち。

香港のオーディエンスもさぞ心を打たれて・・・
まぁ一般席のキッズたちはも
いた。

ちろん ANNA を既に知ってい
て来てるワケですが、VIP 席
に陣取る人々、いわゆる関係
者の中にはそこまで土屋アン

香港市民の涙を枯らしたあとは Masquerade で

ナを知ってる人は決して多くはないわけで、そ

もう誰にも止

んな香港の実力者な人々にもまるで Sing or Die

められない Groove & Power に香港中

のスピリッツが乗り移ったかのように縦に横に

が呑み込まれてゆく。

と飛び跳ね、時にはサークルモッシュさえ・・・

その津波に呑み込まれた人々を残して一旦引っ
込む Rock Evangelist（伝道者）たち。

エネルギーを発散していただきましょう。
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日本から来たヘアーメイク界の実力者の彼。

彼らのその興奮した様子からいかにこの
ショウのテンションが最高潮のさらにま
た上を行ってるかが伺える。
つか、いまこの原稿を執筆している私は
このミックスベリーのタルトの美味さ
にテンション最高潮っす（＾ｕ＾） at
Caffe Michelangelo 代官山

今私がエスプレッソのアンコールを送ったよう

だんが

この日は特別にタバコに爪楊枝を仕込んで吸わ

に、オーディエンスからは拍手と歓声が鳴りや

本当の意味でのテンション MAX

せるといふ前衛芸術的な悪戯も披露された。

まない。さぁお応えしませう！！アンコールに

のオトナの遊び場（悪フザケの

Slap~ と ~UK をもって！

場）はここではない。

ANNA「・・・。
」
JAZZWU「我不能喝ﾕ簷
 I 香烟・・・_ 害。
（吸
えないっすよ・・・ヒド

ここだ！

イ）」

ANNA「！？」
そんな香港 NIGHT は更け
てゆき、最後に今回お世
話になった通訳サンと堅
い握手を交わし

悪童たちの肖像
ANNA
「！！！！！！」

こうしてショウとい
う名のオトナの遊び

お気に召したようだ。

場は幕を閉じた。
公演終了後ホテルに
戻った一行はそのま
まホテルのバンケッ
トルームへ。

渋谷「ささ、もっと紹

エレベーターホールに靴

そこで暫し関係者の

興しちゃって紹興。
」

を脱ぎ捨て、アジアの歌

中打ち上げへとボル

ANNA「紹興されちゃ

姫は夢の住人となるので

テージ冷めやらぬ身体を運ぶのでした。

おっかなぁ〜。
」

した。

香港・・・
ANNA「紹興酒ま〜じ

奇しくもこれを書いてる最中、国家間のある事

いいねぇ〜！」

件が元で彼らとの仲がギクシャクしている。
が、

本場の広東料理と言えばやはり紹興酒。
ANNA は何やら香港の某

ANNA は意外にも紹興酒は初めてらしく、紹興

スターから写真集と CD

酒の鬼と評される渋谷サンから勧められる。

４杯目

月並みな、そう有史以来何万回も表現されてき
た決まり文句かもしれないが、音楽には国境も

を贈られた模様。
さすが紹興酒の鬼。

ANNA「昇降酒ま〜じ

人種も無い。

このイケメンも香港では

剛毅な注ぎ方の中にも小指を

ぅいいねぇぇ〜〜〜＊

そこに心を揺さぶる SOUND が、GROOVE があ

有名なスターさんらしい

立てた華麗さが垣間見える。

＊」

れば、それに身を委ねることで世界は一つにな

ですが、ANNA 曰くその

れる。

端正なお顔に似あわず凄

それを信じて歌い続けるアーティスト ANNA
TSUCHIYA.

まじい形相で VIP 席で拳
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がだ。

６杯目

を振り上げて ROCK して

その ANNA に写真集を渡
したスターの綺麗ちゃん
を囲んでテンション MAX
の Sandman たち。

イデオロギーもくだらないプライドも、彼女の
紡ぎ出す MELODY の前ではささやかな塵の価

いたそうです。

ささ、ANNA も

ANNA「ちょうこー

値すら持たない。

じゅ＠＄％＆＊“＞

まったく・・・

〜・・」

すごい子だよ。

DAY
2

SUMMER SONIC 2010

こんにちは、亀羅万です。

皆さんヒマさえありゃあ納税活動（喫煙）にい

やってまいりましたよぉ今年も！幕張メッセ！

そしみ・・。

幕を張ってなおかつメッセしちゃうなんてこの

納税者の鑑です。

土地の人はお洒落じゃありませんか。

しかしまぁ皆立派なものです。

お洒落っつったって我らがファッションリーダ

見た目は２秒でケンカをおっぱじめそうな連中

ーには敵うまい。

ばっかなのに、マイクを持たせりゃ天下一品、

さ、ご登場です。どうぞ！

竿を持たせりゃ日本一、タイコを叩きゃ震度６、

ドーーン！！

2010、特に厳しい今年の夏の暑さを快楽に変え
る Groove の落雷。

雷に打たれた人々。

そんな必殺仕事人の集大成が ANNA ﾕ S SOUND

さてサマソニ、去年も、つか毎年そうなんです

を支えてるワケだ。

が、主催者の通達でアタマ３曲しか写真は撮ら
せてもらえないのでちょっとわたくし的には残
尿感のあるオシゴトですが、
そんなアタマ３曲、HEY YOU! 〜 Atashi 〜
Brave vibration。

GOLD TOP のこのギター
が煌びやかな中にも鮮烈な
パワフル SOUND を産む
KAZUMA の今年のサマソ
ニの WEAPON だ。

って今回はいきなり集合っすか・・。

Michou. サンの「髪の毛ど
うします？」の問いに「お

そうなのです。

れコレでいいよ」とステー

今回の ANNA@ サマソニはステージ終了後すぐ

ジドリンクが入ってるクー

にアメリカのバンド「30 Seconds to Mars」さ

ラーボックスの冷水を頭か

んとのガチ会談が控えているのでその仕込みや

らバッシャ〜と浴びる Rikiji

ら準備のためにスタート直前までわたくしプレ

（Bs）

スルームにいたのでした。

その BASS SOUND のごと

そして楽屋に赴いた時には既に ROCK KIDS 諸

く豪快な人だ（笑）

君はメイクやスタイリングなど各々の準備を終
えていたといふ・・・。
なのでこの楽屋カットを抜いてすぐに会場へと
移動するバス乗り場へと向かうのでした。
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そこはまるで地元ヤンキーの集会場（笑）

30 分間の楽園を生みだす女神と４使徒たち。

思う存分抜かせてもらいませう！

今回 ANNA はビーチステージのトップバッター

と、ステージの撮影はここまで。

その立ち姿やステージングはメタリカのカー

だった。

後の LUCY 〜 Knock Down 〜 SLAP.. を残して

ク・ハメット (Gt) を連想させ、超ナイスなギタ

あるスタッフはこんなお昼ド頭の出番だ、お客

JOHN は PRESS ROOM にて WHAT ﾕ s IN?( ソ

リストが ANNA SOUND に仲間入りしました

さんはまばらかもね・・・と、つぶやいていた。

ニーマガジン ) さんと終演後行われるその ANNA

ね！

が、もはや早朝だろうが深夜だろうが関係ない。

と 30 Seconds to Mars( 以下 30STM) さんとの

BASS の Rikiji サンは彼の BAND(Oblivion Dust)

ANNA の発するエナジーを GET するためにはそ

コラボカットの打ち合わせへと向かう。

で既に撮らせていただいておりますが、ANNA

の五感の渇きを満たしたい羊たちの群れはここ

打ち合わせが終わり再びステージ袖へ向かうと

SOUND のボトムズにはもってこいの最高のウ

ビーチステージにひしめき合うのであった。

短時間ながらも燃えるようなステージでお昼の

ルトラソニックベーシストです！しかも家超近

オーディエンスを魅了したウォーリアーズたち

所です（笑）

が丁度帰還してきた。
と、そんなメンバー諸氏はサマソニ出演の他の
アーティストを観覧すべく消えてゆくのでし
た。
さぁ、ANNA、お疲れのところ大変とは思いま
すが雑誌 (WHAT ﾕ s IN?) の取材っすよ〜。
30STM ﾉ数々のハリウッド映画でその巧みな演
技力を発揮している実力派俳優ジャレッド・レ
ト率いるバンドだ。ANNA との出会いのいきさ
つは過ぐる折のとある時計メーカーのパーティ
ーで出会い、お互いの音楽感に共感し、今回の
会談が実現した。会談中のカットは諸処の都合
楽屋棟に戻ると avex 猪野 D から労いのお言葉

で無いが、お互いの音楽感に話題が及ぶとさす

が。

がに日米のロックスター同士、とても話がはず

労いの言葉をかける。

んでいたようだ。で、お忙しい２大アーティス

猪野「いやぁ〜、ユーたちよかったよ！」

トから与えられた撮影時間は３分。
だがフォトジェニックな彼らにとっては十分な
時間だ。
JOHN には？・・・
もっと撮らしてくれぇぇぇ〜〜〜（笑）
のカット。
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ANNA in SUMMERSONIC2010
こうして幕を閉じるのでした。
楽屋に戻って終演後のキメカット。

また来年の SUMMERSONIC2011 でお会いしま

この日 JOHN は NEW GUITARIST、Shinji サン

しょう。

とは初めての Meet でしたが、いやぁ〜彼、いい
ギターを弾きます！

スゥイーユーアゲィ〜ン！

「Shout in the rain」リリース記念ミニライヴ
そこへ再びジャーマネ小山
っちに誘導され ANNA 登

ANNA「Yeahhhhhhh!!」

場。
普通にショッピングモール
の中を突っ切って来ました
この日 ANNA は川崎にあるラゾーナ川崎といふショ

客Ａ「お！？なんだなんだ？」

ので周囲はどよめいていま

ッピングモールの中にあるイベントエリアで新曲の

客Ｂ「土屋アンナがいるよ！」

した。

キャンペーンを行うべく真夏の神奈川県川崎市に登

客Ｃ「梅宮アンナ？」

場です。

客Ｂ「土屋アンナだって！」

その時の模様をお送りします。

客Ｄ「土屋圭市？」

いいですか？夏ですよ夏。

客Ｅ「そりゃカーレーサーだ

なんかこういう LIVE、新鮮だなぁ。

過ぎ去った夏を思い出しな

ろ！」

まさにインストア LIVE ならでは。

がら読んでくださいねぇ

KAZUMA「ド、ドリフトキン

〜。

グ・・・」

リハに向かう ANNA。

ANNA「参ったわ・・・リハなの

おやまぁ珍しくピンヒール

に超マジんなっちまった（笑）」

なぞお履きになって・・・
蹴られたらアレ、突き刺さ
るんだろうな・・。
ANNA「すんげーあっちーっすけど、あちちであっ
ちっちっちっ、チキチキバンバン」
メンバー「チキバンバン！」
ステージ裏にこんなカンジ

リハ終了。

客人Ａ「ぅキャ〜〜〜〜

ANNA「も、サイコ〜！跳ねちゃお！」

で控室にとテントが張られ

そして楽屋に戻ります。

〜！！」

KAZUMA「ああ、跳ねるがいい。
」

てたんですが、これがまた

客人Ｂ「あ、あれが土屋ア

Rikiji「おれは跳ねないぞ。むしろひっつく。
」

蒸す蒸す・・・

ンナかぁ〜・・」
キッズＡ「アンナ握手して！」

客人Ｃ「アンさ〜〜〜〜〜

ANNA「いいとも！今のリハだ

ん！！」

会場はこんなカンジです。

かんね！」

母Ａ「ほ〜ら、アンナちゃんよ！」

周囲をショッピングモール

キッズＡ「リハって何？美味い

幼児Ｄ「ママおしっこ（涙）
」

に囲まれたなかなか斬新な

の？」

スペースです。

ANNA「カレー味よ」

当然この普通にショッピン
ANNA「ラゾーナびっくり」

グをしてるひとたちの中で

客人達「バビョ〜ン！」

リハも行われる。
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なので人だかりが急速に出

フアンＡ「リハですか？」

来て、もはや即席の公演だ。

ANNA「正解です。」

ステージ裏手から。
もう刻一刻と見物の人たち
が集まってきて、このカッ

さ、そして待つこと３０分。

トだけ見るとリハには見え

あっ！！

ANNA「イェ〜イ！買い物してる〜！？」
KAZUMA「ショッピング Yeah!!!」

ない・・。
ANNA も「ちょ、ちょっと

っといふ間に広場もこんな状況

これリハだかんね！本番ちゃいますから！」と（笑）

です。

Rikiji「・・・。
」

「Shout in the rain」購入者握手会
ミ ニ ラ イ ブ の 後 は、
「Shout in the
rain」をラゾーナ川崎でお買い求め頂
いた方との握手会が行われました。
ANNA「ちょこっとどすか？」
KAZUMA「ちょこっとじゃ駄目だなちょこっとじ
ゃ。」
ANNA「よ〜しじゃ
あと２曲突っ走るよ
〜！！」
ここで今日、聴衆は凄まじく鳥肌の立つ歌声を耳に
することになる。
「黒い涙」に引き続き新しいバラッドアンセムにな
る Belive in Love が披露される。
なんてことだ・・・
お、おれ・・・
泣いている。
ANNA の声に、泣き濡れている。
お、おかしいな・・・涙って、こんなにしょっぱか
ったっけ？
誰もが・・・今晩のおか
ずの事を忘れ、
泣いていた。
僅か 4 曲ほどのショウだったが、買い物といふ日常
の場に突如姿を現した ROCK DIVA。
ANNA「どう？グーじゃ

事前告知はしてあったのでフアンたちには周知であ

なくって？」

ったが、まさか土屋アンナがこんなところで！？と
買い物で立ち寄った一般民衆にとっては最高のサプ

聴衆「グーーー！」

ライズになったことだろう。
そして初めて土屋アンナの SOUND に TOUCH した
人々は・・・
間違いなく FREAKS になったはず。
そしてラストにそんなお客さんたちと

ANNA「よ〜し、そんじ
ゃもうちょこっと歌っち
ゃおっかなぁ〜」
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記念撮影。

たくさんの方にご購入して頂き、握手
会も大盛り上がりでした！

担当：M

TOKYO GIRLS COLLECTION' 10
2010 年
9 月４日

この日 ANNA は東京ガールズコ
レクションに出演するべくさい

そして本編のショー。

たまスーパーアリーナへと赴く

様々なブランドの服を ANNA は

ランウェイを栄誉あるトップバッ

のでした。

ターで出てきました。

んが、
んなのですが（軽部アナ風に）、
普段と違うファッションショーという仕事柄、
撮影はも〜〜〜〜んの凄く規制されていて、ま
た撮影を担当する場所も動ける範囲も指定され
モデル

ていまして女神たちの園たるバックヤードには
おいそれと入れないといふ・・・
（くっそー、ナマ佐々木希を見れると思ったの
に・・・）
なので楽屋にいる ANNA の御尊顔を拝する事
も出来ないまま、運営サイドがご指定あそばし
たひな壇（撮影台）から普段のアーティスト
ANNA TSUCHIYA とはこれまた一味違うモデル
土屋アンナの雄々しいお姿を写真にてご覧くだ
さいませ。
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まずは ANNA、

LIVE で歌を唄います。

ラストはグランドフィナーレ。

出演モデル全員がランウェイに出てきます
がここでも ANNA の突出した存在感は他
を圧倒して輝いていました。

いつもの ROCK フェイスの健在で（笑）

いやぁ〜〜・・・
！！！かっちょいい！！！
！！ ANNA かっちょよすぎ！！
いや、個人的な話で恐縮ですが JOHN
CHEESEBURGER は普段音楽雑誌やアーティ
ストの LIVE に帯同したオシゴトを旨としてい
まして、必然的に ANNA に関しても音楽面でし
か関わっていないのですよ。
で、今回ある意味４年という長いアーティスト
ANNA TSUCHIYA とのお付き合いの中で初め
てモデル土屋アンナというものを目撃し、撮影
したワケでして・・・
あのですね・・・
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カ、カルチャーショックっす。
とても打ち上げで目が据わって酔っ払って机の
すね

角で脛をぶつけてる人の姿では（笑）
いやはや・・・
やれば出来る子だったんですね（爆）
お味噌汁した。
（おみそれしました。
）

HARAJUKU STYLE COLLECTION
2010 autumn

Michou.（心の声）
「ア
イアンマンだとソニ
ー・ピクチャーあた
りがうるさそうだか

2010 年
9 月４日

らなぁ・・・。
アンパンマンでもいい

この日 ANNA は有明コロシアム
にて開催される原宿スタイルコ

SHINJI「切磋琢磨して

か・・・

レクションというファッション

ますねぇ〜」

いや、ファッションショー

ショーに LIVE ACT としてゲス

Rikiji「煩悩滅殺してま

だ。どうせ出るならスタイリッシ

すよ〜」

ュな方がいい。

ささ本番ですよ。

こう、モードを感じさせるような・・・

と、ステージへ向かう ANNA。

モード・・・。モード・・・。

ご亭主スタイリングの今日の衣装もなかなか斬

ト出演するべく、有明にて有明の人たる有明海
苔な ANNA が居た。

新です。

渋谷「天破活殺よ。」
天破活殺とは：触れずして闘氣をもってドラム

やっぱアイアンマン以外あり得ないな・・・。

を叩く究極奥義。

後ろから見たらもっと斬新で

ANNA「は〜い、キッズたち。今日は３曲しか
やらないけどアンさんいつもみたくブチカマす
から夜露師紅！」
Michou.「３曲か・・・今回はぼくの出番はなさ
そうだな・・・。」
と、各々の時間は過ぎてゆき、メイク完了！
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Michou.（心の声）「２曲目と３曲目の合間にア

本番前の寸暇を惜しんで喫煙行動に移る

イアンマンの格好でステージを一瞬駆け抜ける

SMOKERS

のもアリかもな・・・。

Rikiji「あんとき渋谷君突いた秘孔さぁ、ま〜じ

キミらに Jefferson Airplane の曲 [Tabacco

ファッションショーだからな・・・。

オレあの後１週間痛くって痛くって腕上がんな

Road] を贈る。

曲りなりにもファッションに携

くってさぁ〜」

わってる身だ。

渋谷「えおれは基本、苦痛を生まない有情拳を

この齢でアイアンマンの格

使うんすけどねぇ・・・。あの時は確か北斗有

好をしたところで誰も責

情猛翔破を。」

めまい。

Shinji「Rikiji サン、いい大人が有情拳受けたん

ただ一つ問題は誰がおれ

すかぁ〜？」

を止めるかだ。この危険

KAZUMA「いい大人なら一子相伝の拳法よりモ

なおれを。
・・・おれを。」

バゲーだ。」
ANNA「あんたら意味わかんね〜・・」

一同「うっしゃ、ブチかますぜ〜！！」

四方を客席に囲まれ、上空四方に巨大な LED モ
ニターが。
まさにアリーナ公演だ。
いつの日かコレが東京ドームでワンマン・・・
なんて事がそう遠くない日にあって欲しい・・・
そんな感慨を抱いた。
なまじ３曲で１０分少々のステージなので、後
は写真のみで見て欲しい。
ANNA という鷲が大きな空間で舞う姿を。

たたかひおわりて・・・

ANNA「なんか物足んないねぇ〜」
Shinji「オレなんか究極奥義が出せなかった」
KAZUMA「Shinji、限られた時間の中で奥義を
繰り出してこそ一子相伝ぞ！」
渋谷「お、
・・・お師さん（涙）
」
Rikiji「今日は魚平で秋刀魚塩焼きだな・・・」
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と、様々な想いを胸に、有明の夜はふけてゆく
のでした。
お・し・ま・い

狼凰慈威新企画！

「あなたの特別な１日をアンナがプロデュース☆」Vo.00
前回会報にて募集いたしました、プロデュース企画。

たくさんの方にご応募していただき有り難うございます。

今回は Vo.00 といたしまして、アンナの Mg 小山氏の結

婚披露パーティーにてアンナより歌のプレゼントがあった
ので少しですがその模様をお届けします。
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Anna's Art

Fan Mail

ROSEY INFORMATION

狼 凰 慈 威マガジンへ掲 載させていただくアンナへの応 援メッセージ、 狼 凰 慈 威マガジンの感 想、自慢のイラストなどみなさ

狼凰慈威マガジンへ掲載させていただくアンナへの応援メッセージ、狼凰慈威マガ

イラスト等は 150-0001 東京都渋谷区神宮前 2-28-13-3F BSP ロージー事務局

んからのお 便りお 待ちしています。 掲 載された方にはプレゼントを差し上げます！狼 凰 慈 威 PC・携 帯 各 サイトのフォーム

ジンの感想、自慢のイラストなどみなさんからのお便りお待ちしています。次号に掲
載された方にはオリジナルグッズ等プレゼント！

「FanMail」係 まで ※必ずお名前（本名の掲載 NG の方はペンネーム）・会員番号・
ご住所・電話番号を明記して下さい。

Fan Mail 募集中

よりご投稿ください。

狼凰慈威 PC・携帯各サイトにて受け付けております！

イラスト、直筆でのメッセージをお送りいただく場合は

狼凰慈威へのお問い合せに関して

150-0001 東京都渋谷区神宮前 2-28-13-3F BSP ロージー事務局まで

■会員情報・WEB サイトのご利用方法に関するお問い合せ

土屋アンナオフィシャル HP

（ファンクラブ会員の情報・決済状況や当サイト / 会員ページのご利用法方法など）
アドフェニックス株式会社 /ifan

※必ずお名前（本名の掲載 NG の方はペンネーム）
・会員番号・ご住所・電話番号を明記して下さい。

http://anna-t.com

(PC・モバイル共通 )

狼凰慈威 /ROSEY HP

ifan コンタクトセンター :03-5779-6595( 平日 13:30 〜 18:30）

www.anna-rosey.com

■内容に関するお問い合せ
狼凰慈威サイトのお問い合わせフォームよりお願いいたします

（PC・モバイル共通）

FAQ - 良くある質問 -

「RULE」最高っ！！もうどの曲もいい！！

２年前になります。娘（当時、高１）の口数が少な

毎日聞いてるよ。これからもアンさんの最高な歌、

くなり徐々に登校できなくなりました。

待ってます！

そのことに気づき始めた頃から毎晩娘と近所の川
あい

San

原を１時間ほどかけて歩くようになりました。
そこではたわいのない会話をしつつ私の想いを少
しずつ伝えていきました。どこまで娘の心に響い

香港 LIVE には行けなかったんだけど、いつか

てるのか不安でしかたないその頃です。アンナさ

WORD

んのライブがあり、思い切って誘ってみたところ一

TOUR とかやって欲しい！！！音楽に国

境は関係ないぜ！

緒に来てくれました。ライブでは「黒い涙」のとこ

アンナ大好き〜

ろで娘が涙していたのが脳裏に焼きついています。
さとち

San

たいこと、迷惑をかけますがもう一度受験してや
東京ガールズコレクションで、モデルしてのアン

り直したいこと」が告げられその後関を切ったよう

さんを見るのが初めてだったんだけど本当に素敵

に泣いていました。

だった。憧れるよお☆

今は、新たな学校で楽しそうに卒業に向けて彼女

これからもずーと応援してるよ (*^_^*)

は進んでいます。
NanA San

アンナさんのライブで何かを感じたのか、私たち
家族の想いがとどいたのか、今となってはいい思
い出です。また大阪でライブおねがいします。そ
の時は必ず娘とはじけにいきます。アンナさんあり
がとう。
まこちょ
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San

Q. 会員証を紛失（破損）してしまったので、再発行してほしい

A. 下記１- ３を確認してください。
1. ご登録のアドレスは間違っていませんか？
ログインして「会員情報・マイページ編集」にてご登録アドレスをご確認いただ

A. 狼凰慈威サイトのお問い合わせフォームより、お客様の情報と会員証を紛失（破
損）した旨、お知らせ下さい。
※送料 + 会員証制作費 合計 1050 円（税込）をご負担いただきます。

けます。誤りがある場合には、ご変更ください。
2. メールの配信許可設定はされていますか？
ログインして「会員情報・マイページ編集」にてメール配信の可否設定をご確認

※お届けまで 2-4 週間ほどかかります。

下さい。

か？

3. ドメイン拒否等の設定がされていませんか？
「@anna-rosey.com」
「@i-fan.jp」からのメールが受信できるよう設定してください。
Q. メールアドレス・住所等が変わったので、登録内容を変更したい
A. 住所・氏名・電話番号・E メールアドレス等、入会時に登録した内容に変更があっ
た場合はすみやかに「会員情報・マイページ編集」にて変更手続きを行ってくだ

Q. 会員の有効期限はいつまでですか？更新手続きはどのようにすればよいのです
A. 有効期限はご入会いただいた（登録完了）月の翌年同月末となります。更新手
続きに関しては、更新期限月の月初（1 日）にお知らせいたします。
また狼凰慈威サイト「マイページ」に更新期限が表示されています。
（ログインが
必要です）
（例）2008 年 12 月 15 日に入会（登録完了）した場合、会員資格の満了日は 2009
年 12 月 31 日、2009 年 12 月 1 日より手続きが可能です。

さい。
手続きの遅延によって生ずるトラブルにはいっさい責任を負いません。
※会報等はヤマトメール便にて配送いたします。日本郵便の転居・転送サービス
は適用されませんのでご注意下さい。

後日、いつものように川原を歩いていると娘の方
から「今の学校をやめること、でも高校は卒業し

Q. メールが届きません。

狼凰慈威 /ROSEY( ロージー ) 会員規約
はじめに
狼凰慈威
（ROSEY）は、狼凰慈威事務局
（以下、
「事務局」と呼びます）
が管理・運営する有料会員組織です。このサービスをご利用頂くには、
本規約への同意が必要となります。
（本規約の範囲及び変更）
第1条
本規約は、本サービスの利用に関し、狼凰慈威ユーザー（以下、
「ユー
ザー」と呼びます）に適用します。
第 3 条及び第 4 条で規定する入会契約の成立と同時にユーザーと認
定し、ユーザーには誠実に本規約を遵守する責務が発生します。
2. 事務局が別途規定する個別規定及び事務局が随時、ユーザーに対
し通知する追加規定は、本規約の一部を構成します。本規約と個別
規定及び追加規定が異なる場合には、個別規定及び追加規定が優
先するものとします。
3. 事務局は、ユーザーの承諾を得ることなく、本規約を変更できる
ものとし、この場合事務局はユーザーに対して変更後の規約を通知
するものとします。
（通知及び同意の方法）
第2条
事務局からユーザーへの通知は、本規約に別段に定めのある場合を
除き、電子メールまたはホームページ上の一般掲示またはその他事務
局が適当と認める方法により行われるものとします。
2. 前項の通知が電子メールで行われる場合、ユーザーの電子メールア
ドレス宛に発信し、ユーザーの電子メールアドレスを保有するサーバー
に到着したことをもってユーザーへの通知が完了したものとみなしま
す。ユーザーは、事務局が電子メールで発信した通知を遅滞なく閲覧
する義務を負うものとします。なお、電子メールの閲覧とは、ユーザー
がそのサーバーに配置された電子メールを画面上に開示し、内容を熟
読して、確認することをいいます。
3. 第 1 項の通知がホームページ上の一般掲示で行われる場合、当該
通知がホームページ上に掲示され、ユーザーがホームページにアクセ
スすれば当該通 知を閲覧することが可能となったときをもってユー
ザーへの通知が完了したものとみなします。
（入会契約の申込）
第3条
本サービスは、入会手続きを完了したユーザーのみが利用することが
できるものとします。本サービスへの入会を希望する人（以下「入会希
望者」という）は、本規約を承諾していただき、事務局の用意する決
済方法で入会金・会費をお支払いいただいた上で、入会処理に進みま
す。
（入会契約の成立）
第4条
入会希望者が、第 3 条に規定する入会契約の申込を行い、入会金及
び会費の支払いが完了し、事務局の承諾した時点をもって、入会契約
が成立したものとします。事務局は、会員番号を入会希望者に通知い
たします。
2. 事務局は、入会希望者が以下の項目に該当する場合、当該入会契
約を締結しない場合があります。
(1) 入会希望者が既に入会されている場合。
(2) 入会希望者が、過去に規約違反等により、ユーザー資格の取消が
行われている場合。
(3) 申込内容に虚偽、誤記又は記入もれがあった場合。
(4) その他、事務局が、入会希望者が入会することを不適当と判断す
る場合。
（契約期間）
第5条
本契約は 12 ヶ月間を契約期間とする契約とし、ユーザーが契約期間
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内に、事務局の指定する方法にて継続手続きを完了しなかった場合
は、本契約は契約期間満了となります。
（登録内容の変更）
第6条
ユーザーは、入会申込において、届け出た内容に変更があった場合に
は、速やかに所定の変更を自らするものとします。
2. ユーザーは、前項の変更を怠った場合に、事務局からの通知が不
到達となっても、通常到達すべきときに到達したとみなされることを
予め異議なく承認するものとします。
（退会）
第7条
ユーザーが契約期間途中で退会を希望する場合には、事務局の指定
する方法で届け出るものとし、ユーザーが退会に伴って、事務局に対
して、なんらかの請求権を取得することは一切ありません。また、事
務局は既に支払われた料金等の払戻義務を一切負わないものとしま
す。
2. ユーザーが契約期間内に、事務局の指定する方法にて継続手続き
を完了しなかった場合は、本契約は契約期間満了となり自動退会とな
ります。
（ユーザー資格の中断・取消）
第8条
ユーザーが以下の項目に該当する場合、事務局は、事前に通知する
ことなく、直ちに当該ユーザーのユーザー資格を中断または取り消す
ことができるものとします。また、ユーザー資格が取り消された場合、
当該ユーザーは、事務局に対する債務の全額を直ちに支払うものとし
ます。また、事務局は、既に支払われた料金等の払戻義務を一切負
わないものとします。
(1) 入会申込において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
(2) 第 14 条で禁止している事項に該当する行為を行った場合。
(3) 料金等の支払債務の履行遅延又は不履行が 1 回でもあった場合。
(4) 手段を問わず、本サービスの運営を妨害した場合。
(5) その他、本規約に違反した場合。
(6) その他、ユーザーとして不適切と事務局が判断した場合。
（会員番号及びお客様番号の管理）
第9条
1. ユーザーは、入会申込後、事務局がユーザーに付与する、会員番号
及び ID の管理責任を負うものとします。
2. ユーザーは、会員番号及びお客様番号を第三者に利用させたり、
貸与、譲渡、名義変更、売買、質入等をしてはならないものとします。
3. 会員番号及びお客様番号の管理不十分、使用上の過誤、第三者の
使用等による損害の責任は、ユーザーが負うものとし、事務局は一
切責任を負いません。
4. ユーザーは、会員番号及びお客様番号が盗まれたり、第三者に使
用されていることを知った場合には、直ちに事務局にその旨を、直接
的即時的手段により、連絡するとともに、事務局からの指示がある場
合には、これに従うものとします。
（ユーザー情報の利用）
第 10 条
ユーザーが入会申込を行った際に知り得た情報、またはユーザーが本
サービスを利用する過程において、事務局が知り得た情報に関し、以
下の項目に該当する場合を除き、事務局は、これらの情報を処理又
は開示しないものとします。
(1) ユーザーが、限定個人情報（ユーザーの氏名、住所、電話番号、性別、
年齢、電子メールのアドレス等）の開示について同意している場合。
(2) 事務局が、本サービスの利用動向を把握する目的で収集した統計
個人情報（ユーザーの個人が特定できない情報群）を開示する場合。
(3) 法令により開示が求められた場合。

（提供するサービス）
第 11 条
ユーザーは、以下のサービスがご利用になれます。ただし、日本国内、
日本語での提供となります。
1. 事務局が発行する会報の授与
2. 事務局が主催する有料または無料イベントへの参加。ただし以下
に当該項目がある場合、この限りではありません。
(1) 募集人員を上回る参加希望があり、抽選となる場合。
(2) 第 14 条で禁止している事項に該当する行為を行った場合。
(3) 転売・2 次使用目的で購入の場合。
3. コンサートチケット優先受付申し込み。ただし以下に当該項目があ
る場合、この限りではありません。
(1) 募集人員を上回る申し込みがあり、抽選となる場合。
(2) 第 14 条で禁止している事項に該当する行為を行った場合
(3) プロモーターに協力が得られない場合
(4) 転売・2 次使用目的で購入の場合。
4. 会員限定のグッズ購入。ただし以下に当該項目がある場合、この
限りではありません。
(1) 予定数量を上回る申し込みがあり、抽選となる場合。
(2) 転売・2 次使用目的で購入の場合。
(3) 第 14 条で禁止している事項に該当する行為を行った場合。
5. メールマガジン等による情報の授与
（サービス内容変更について）
第 12 条
事務局が必要と判断した場合は、会員の皆様に通知することなく、い
つでも本サービス内容を追加、変更、停止または中止することができ
るものとします。 この場合、会員に対しては一切責任を負わないもの
とします。
（会費）
第 13 条
ユーザーは、入会時に入会金・会費をお支払いいただく必要がありま
す。 また、ユーザー資格の継続を希望する場合は、事務局の指定す
る期限内に次期会費をお支払いいただく必要があります。
（禁止事項）
第 14 条
ユーザーは、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはな
らないものとします。
(1) 他のユーザー、第三者もしくは事務局の著作権又はその他の権利
を侵害する行為、及び侵害するおそれのある行為。
(2) 他のユーザー、第三者もしくは事務局の財産又はプライバシーを
侵害する行為、及び侵害するおそれのある行為。
(3) 上記（1）
（2）の他、他のユーザー、第三者もしくは事務局に不
利益又は損害を与える行為、及び与えるおそれのある行為。
(4) 他のユーザー、第三者もしくは事務局を誹謗中傷する行為。
(5) 公序良俗に反する行為、又はそのおそれのある行為、もしくは公
序良俗に反する情報を他のユーザー又は第三者に提供する行為。
(6) 犯罪的行為、又は犯罪的行為に結び付く行為、もしくはそのおそ
れのある行為。
(7) 選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動又はこれに類する行
為。
(8) 性風俗、宗教、政治に関する活動。
(9) 事務局の承諾なく、本サービスを通じて、又は本サービスに関連
して、転売・2 次使用など営利を目的とした行為、又はその準備を目
的とした行為。
(10) 会員番号及びお客様番号を不正に使用する行為。
(11) コンピュータウィルス等の有害なプログラムを本サービスを通じ
て、又は本サービスに関連して使用し、もしくは提供する行為。

(12) その他、法令に違反する、又は違反するおそれのある行為。
(13) その他、事務局が不適切と判断する行為。
2. 前項に該当するユーザーの行為によって事務局及び第三者に損害
が生じた場合、ユーザー資格を喪失した後であっても、ユーザーはす
べての法的責任を負うものとし、事務局に迷惑をかけないものとしま
す。
（所有権）
第 15 条
本サービスを構成するすべてのプログラム、ソフトウェア、サービス、
手続き、商標、商号は、事務局に帰属するものとします。
（著作権）
第 16 条
ユーザーは、権利者の許諾を得ないで、いかなる方法においても、本
サービスを通じて提供されるいかなるコンテンツ ( ウェブサイト・会報・
会員特典・送信メールの内容など ) について、著作権法で定めるユー
ザー個人の私的利用の範囲外の使用をすることはできないものとしま
す。
2. ユーザーは、権利者の許諾を得ないで、いかなる方法においても、
第三者をして、本サービスを通じて提供されるいかなるコンテンツに
ついて、使用させたり、公開させたりすることはできないものとします。
3. 本条の規定に違反して紛争が発生した場合、ユーザーは、自己の
費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、事務局をいかな
る場合においても免責し、事務局に損害を与えないものとします。
（サービスの中止・中断）
第 17 条
事務局は、以下の事項に該当する場合、本サービスの運営を中止中
断できるものとします。
(1) 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、
停電その他の非常事態により、本サービスの提供が通常どおりできな
くなった場合。
(2) その他、事務局が、本サービスの運営上、一時的な中断が必要と
判断した場合。
1. 事務局は、前項の規定により、本サービスの運営を中止中断する
ときは、あらかじめその旨をユーザーに通知するものとします。但し、
緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
2. 事務局は、本サービスの中止中断などの発生により、ユーザー又
は第三者が被ったいかなる損害について、理由を問わず一切の責任を
負わないものとします。
（免責事項）
第 18 条
事務局は、本サービスの内容、及びユーザーが本サービスを通じて得
る情報等について、狼凰慈威の名で提供するものを除き、その完全性、
正確性、確実性、有用性等のいかなる保証も行わないものとします。
2. 本サービスの提供、遅滞、変更、中断、中止、停止、もしくは廃
止、本サービスを通じて登録、提供される情報等の流失もしくは消失
等、又はその他本サービスに関連して発生したユーザー又は第三者の
損害について、別途定めがある場合を除いて、事務局は一切の責任
を負わないものとします。
（管轄裁判所）
第 19 条
本サービスに関連して、ユーザーと事務局との間で紛争が生じた場合
には、当該当事者がともに誠意をもって協議するものとします。
2. 協議をしても解決しない場合、東京地方裁判所または東京簡易裁
判所第一審の専属管轄裁判所とします。

