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詳しくはスタジオラグ
ウェブサイトまで！！

京都のロックバンドesが活動休止期間を経て発表した4thデモアルバム。
そのサウンドは切なく、爽やかで、されど重厚なエモーショナルロック。
エモ好きなら琴線に触れる事間違い無し。デモというのははっきり言って
謙遜でありクオリティは十二分に高い。平均年齢も 20 代前半という事で
これからの活動にも期待できるだろう。特にピアノのイントロから導入す
る#4 Blazingは涙腺を刺激するタマネギのみじん切りのような仕上がり。
炒めたらさぞかし甘くなるのだろう。全体を通してギターのテイクを何本
も重ね、音の広がり・厚みを効果的にもたらしている。オーバーダブの参

考として聴いてみるのもいかがだろう。音楽に重要なのは " 音楽 " という物を作り出す上で気
持ちが一丸となって作る事。その一体感を彼等からは強く感じられる。この”メンバー全員
がひとつの方向へ向かう”という事がバンドとして”必須”であり、ある意味”最低条件”
でもあると思う。そのレコーディング全行程の手助けをしたのは、普段から交流のあったス
タジオラグエンジニア阪本。彼らの音楽を理解した者が携わりより世界観を表現できた。の
かどうかはもう直接本人等に聞いてくれ。これ以上責任の無い発言はできない。

とうとう責任逃れの出来ない作品が現れた…。
そう、当社ラグの自社レーベル『RAGMANIA』より戦慄デビューを果た
したのは記憶に新しい 200X 年。その堂々たるデビュ－に人々は『世紀
末救世主伝説』…ではなく『レディギター革命』と呼んだ。そんな勇まし
くもたくましい異名を持つ彼女が超強力演奏陣を携え結成されたバンド、
それが『安達久美クラブパンゲア』だ。その 2nd『WINNERS!!』は前作
『Little Wing』に比べより深みを増し、多様性にも優れ、これ一つでどん
な料理も高級レストランの味になるそうだ。ジャズ・フュージョンにカテ

ゴリされる安達久美だが、そのギターサウンドはまさにロックの調べ。有名ロックナンバー
のカバーからプログレッシブロックを彷彿とさせるユニゾンフレーズまで聴かしてくれる。
70’sを彷彿とさせる安達久美のブルージーなロックギターに則竹裕之（Drs）・清水興（Ba）・
河野啓三（Kb）が作り出すタイトな現代フュージョンサウンド、この対比がこのバンドの魅
力である。ラグマニアで安達久美 CD、ライブスポットラグで安達久美 LIVE、スタジオラグ
では安達久美講師のギタースクール、ラグインターナショナルミュージックがお届けする安
達久美フルコースを是非ご堪能いただきたい。もちろんその味は高級レストラン並。

11 才でギターを始め、早くも 13 才にはジミヘンやツェッペリンの楽曲でライヴステージ
に立つ。19 才の時に LA に留学しスコット・ヘンダーソンに師事。帰国後は「花＊花」等
のサポートの傍ら、自身のグループ「SLICK」で本格的に活動。2002 年は京都に活動拠
点を移し、そのエモーシャルなプレイ・スタイル＆独創的なオリジナルを武器に土岐英史、
ポール・ジャクソン、青木智仁等とセッションを行う。2005年より則竹裕之との正式ユニッ
ト「club PANGAEA」を始動、2007年春「Little Wing」にて待望のメジャーデビュー。
オフィシャルウェブサイト　http://www.ragnet.co.jp/artist_adachi.html

スタジオラグ・スペシャルインタビュー

（club PANGAEA）

スタジオラグのススメ　其の五：ポイントカードが新しい！

安達 久美

スタジオ会員の更新ルール
が変わりました。
期限切れとなる日から前後1
ヶ月以内の更新が（通常210
円）無料となりました。

スペシャルインタビュー
　山下洋輔さん&Aricoさん

ポイントカードが個人練習
時にもご利用できるようにな
りました。

ミュージックスクール
　ボイトレ・ボーカル教室
　体験レッスン好評受付中！

es
「By The Memory Lane」
500円

By The Memory Lane ／ es
よもやそんなことはあるまいと思いますが。
財布のこやしになってませんか？スタジオラ
グのポイントカード。スタジオご利用金額
1,000 円毎に 1 ポイント捺印、50 ポイント
貯まると素敵な未来が待っている、ファンタ
スティックなカードなんですよ。

ナント、2,000 円分の金券として、リハーサ
ル代に利用できてしまうのです！そしてそし
て！！貯まった枚数に応じて、スタジオラグ
スタッフが厳選した魅惑のミュージックライ
フグッズと交換もできてしまうのです！「50
ポイントって遠いなぁ～」と思われがちです
が、結構すぐですょ！週 1 回 2 時間ご利用な
ら、だいたい2ヶ月で1枚貯まります。
今回は、女の子向けにセレクトしたグッズを、
伏見店の女性スタッフ北原よりご紹介します。

北原：伏見店チーフマネージャ。キュートな
笑顔とは裏腹の鋭利極まりない言動であまた
のお客様を魅了するツンデレラ。小笠原にス
タジオラグ4号店出店の野望を持つ。

「DUMBO のお香はけむりの苦手な方でも大
丈夫！インセンスが燃える時の芯の匂いがな
いのでピュアなインセンス本来の香りが楽し
めます。オシャレなパッケージは自分で買っ
てもプレゼントされても嬉しいですよね。」

「ロクシタンのハンドクリームは神木とされる
シアの木からとれる植物エキス配合で、滑ら
かなクリームが素早く手肌に浸透し、リッチ
な潤いを与えます。手の荒れるこれからの時
期には欠かせないハンドクリーム。」

「ハンドクリームで手荒れを防いだら、今度は
指先を彩るアナスイのネイルカラー。個性的
なカラーなので男の子にも使ってもらいたい
ですね！」

「フェラガモの香水・インカントチャームは甘
さがあってもくどすぎず、爽やかで清涼感の
ある香り。」

「お茶に魅了された人たちが集まって作られた
ル・パレデ・テの紅茶は世界最高峰の茶葉と
いわれていて、上品な香りが一日をスタート
させるのにぴったり。」

いかがですか？スタジオラグで練習すると、
こんな素敵なオプションもあるのです！交換
出来るアイテムは、他にも iPod やMac、楽器、
Live Spot RAGご招待券等豊富にラインナッ
プ。詳しくはWebをご覧ください。

安達久美 クラブパンゲア
「WINNERS！」
VACM-1352 / 2,625円

WINNERS! ／安達久美クラブパンゲア

■ 2008 年は、激動の年だったと思います。
2nd アルバムのリリース、数回の全国ツアー、
そして今度は今年の活動の集大成として門真
のホールライブが控えていますね。

2nd アルバム「Winners ! 」をリリースして、
ツアーは3回、4月、5月、7月と3回行い、
毎回いい感じに進化しています。曲もやり慣
れて、CD とはまた違った深い世界へ広げてい
けるようになりました。10 月にもサックスの
小林香織ちゃんとツアーがあって、則竹さん
と清水さんもご一緒いただきました。その時
すでに 7 月より成長した私のギターに皆さん
驚かれた感じがありました。私も日々進化し
ていますし、12 月のライブはより凄いことに
なるって想像できますね。

■ さらに進化し続ける安達久美が見れる、と
いうことですね。

より自由度が上がった気がします。

■ その進化し続ける原動力とは？

ツアーに出ている時以外は、自分と向き合う時間が長いじゃないですか。自分ができない、
不得意なところを正面に向き合って、だんだん良くしていく。苦手をなくしていくことで、
限られていた世界がより広がっている、というのがあります。自分で練習していても、「あっ
ちもいける、こっちもいける。どんな方向にもいける、どこまででもいける」という感じが
しています。もちろん皆さんと一緒にやったときには、いつもついてきてくださるので、今
からすごく楽しみにしています。

■ 楽しみですね。そのライブの見どころ、聴きどころ、またライブにかける意気込みをおき
かせください。

1st、2nd アルバムの曲を中心にやるのですが、毎回聴かれているお客様も「変わった」と
感じていただける、より楽しめる、刺激的な方向にいけると思います。いい曲が書けたので、
新曲にもチャレンジしたい。。それは 3rd アルバムに向けて楽しみにしていただけるんじゃな
いかと思います。いつも命がけなんですけども、今回も命がけです。じゃないと、音が皆さ
んに届かないと思うので。

■ その後には梶原順さんとのツインギターのツアーも決まっています。これはどういうユ
ニットなのでしょうか。

7月のツアーのときに数回、梶原さんをゲストに迎えて Club Pangaea のツアーをさせてい
ただいたんですけど、その延長的なツアーです。今回は Keyboard がいないので、よりツイ
ンギターの色が全面に出される感じで、私にとってもすごくチャレンジですね。

（この続きはスタジオラグウェブサイトにてご覧になれます）

きよたっきー：スタジオラグの店内 CM を中心に DJ として
幅狭く活動するかたわら伏見店に勤務。しかしその本性は京
都を拠点するダークロックバンド『六合 (rikugo)』のベーシ
ストで、1stフルアルバムが08年8月8日に発売という噂も。リラクゼーション・コスメ

iPod・Mac

楽器・レコーディング

Apple iTunes Music プリペイドカード　×1枚
iPod shuffle（1GB）　×3枚
iPod nano（8GB）　×9枚
iPod classic（120GB）　×15枚
iPod touch（8GB）　×14枚
MacBook（2.0GHz）　×75枚
MacBook Air（1.6GHz）　×108枚

K&M 100/1B　×2枚
SABIAN AA8SP　×7枚
BOSS LMB-3　×3枚
Roland CUBE-15X　×7枚
BOSS MICRO BR　×13枚
Digidesign Mbox 2 Pro　×50枚
SHURE SM 58　×5枚
SHURE BETA58A　×7枚

DUMBO インセンス　×1枚
ハンドクリーム　ロクシタン（30ml）　×1枚
ジルスチュアート ネイル2本セット　×2枚
アナスイネイル2本セット　×2枚
アナスイ フライトオブファンシー（30ml）　×2枚
フェラガモ インカントチャーム（30ml）　×2枚
ポールスミス ローズ（30ml）　×2枚
ル・パレデテ グラン ユンナン インペリアル 缶入紅茶　×2枚

河原町店は年末12月31日22時まで、年明けは1月2日12時より営業開始いたします。
伏見店、北白川店に関しましては年末12月30日24時まで、年明けは1月4日10時より営業開
始いたします。　2009年もスタジオラグをどうぞよろしくお願いいたします。

年末年始の営業について

・納期の都合上、お手元に届くまで7～14日程度かかる場合がござ
います・景品内容及びポイントカードとの交換枚数は予告なく変更す
る場合がございます

スタジオラグ・携帯メールマガジン登録

毎月お得なスタジオラグ情報満載のメールマガジンを発信しています。
キャンペーンやメルマガ会員だけのお得な情報のほか、スタッフ・コメ
ントも魅力です。お申し込みも簡単です。

携帯メルマガ登録は
こちらから

[ 安達 久美・プロフィール ]


