
「想像せよ。音が彩るもう一つの世界。」

Vocal & Guitar：yj　Bass & Chorus：郁
■メンバー

Violin：高島圭介　Violin：アヤ　Guitar：コスダナオミ　Drs：高橋洋祐　VJ：ソウダウソ
■主なサポートメンバー

まるで映画を見ているかのごとく世界観を描き出す７人組ポストロックバンド。日常
の身近にある事象、自然、人、社会などをとらえたyj（Vo/Gt）の「感覚」を音で描く。
聞く者の想像力や共感覚に訴えかけ、それぞれの記憶や経験から逆算的にその風景、
状況、匂い、色味などを再構築して見る世界。断片的な言葉と、エレクトリックの音
があなたの眠っている「感覚」を呼び醒まし彩の世界へ ...

-Profile
yj（Vo/Gt）を中心に 2006 年結成。当初はメンバーの入脱退が激しくコンスタントな活動が出来なかったが、2008 年の郁（Ba）の加入をきっかけに精力的

にライブ活動を開始。都内のみならず、定期的に関西地方でもライブを行い、京都 同志社大学の学園祭にも出演。

　2012 年、大きなメンバーチェンジをきっかけに、兼ねてより yj（Vo/Gt）の悩みだった芸術性とエンターテインメント性の折り合いにおいて、芸術として

の音楽追求を決断。2013 年度の 1年間、その形を実現するべくライブハウスを離れ自主興行で四季になぞった 4つの単独公演、AYANO four season tour 

"Art Your Life" を開催。その第一弾～spring～を王子 北とぴあプラネタリウムで行う。星の演出を完全に曲に同期させ、VJも加え、星と映像と音楽による

コンサートを実現。続いて行われた第二弾～summer～はヴァイオリンを 2名招き、楽曲の持つクラシカルな面を全面に出し、前回よりも想像性を引き出す

映像とともにバンド・弦楽・映像を融合し新たな一面を見せた。第三弾～autumn～は、食育を研究する３人組ユニット” 満腹法人芸術栄養学” の宮澤かず

みとコラボし、楽曲をイメージした「食べるアート」を考案。公演では生演奏に合わせたアーティスティックな調理模様をリアルタイムにVJと合わせて投影し、

終演後に振る舞った。ラストとなる第四弾～winter～は全面真っ白なホールの壁 3面に映像を投影、Ricco Label の協力の元、キャンドルを内側から LEDで

灯す” フローシーキャンドル” を舞台一面に配置し、聞くというよりも体感するレベルにまで自分たちの世界を広げ four season tour を完結した。

　2014 年 1月、バンド史上初となる全国流通でファーストアルバム "Few Steps To Heaven (and then...)" を発売。日本のインストゥルメンタルバンド、

toe 等のMVを手がけた津田肇監督によるMV "Golgotha" も同時に発表。

　その後 2014 年下半期はヴァイオリンとVJをレギュラーとし、6人編成で再びライブハウスでの定期的な公演を再開。2015 年 1月に four season tour 

"Art Your Life" の活動をWEBアーカイヴスとしてまとめた "Art Your Life～archives～" を公開。2月にドキュメンタリー映画 "Art Your Life～

documentary～" を渋谷のミニシアターUPLINKで一夜限り上映して話題を呼ぶ。6月にそのドキュメンタリーと、初の配信限定シングル "breath / dawn is 

soon" を発売。そして 9月にはクラシックのカバーシングル "Clair de Lune～月の光～" を、立て続けに 12月には "Vanity Underground" を発売。

　2016年7月にプラネタリウムにてプログレシッブバンドptfとツーマン公演”Signs in Darkness” with MEGASTARを開催。SOLD OUTで満員御礼となっ

たこの公演ではスーパープラネタリウム “MEGASTAR” を導入。また、その開発元である有限会社大平技研と株式会社KIGEKI の全面協力により、プロモー

ションとして手のひらで” Signs in Darkness” を体験できる iPhone 専用アプリをリリースし 3000 ダウンロードを記録。

　同年 12月、普段から芸術のある場所に飛び込むという意味で、ギャラリー The Artcomplex Center of Tokyo でアートイベント "Art Your Life"～life and 

death～を開催。2日間に渡り、公募等で集めた 15組の芸術作家達の作品とともに展示・演奏。通常のVJ以外にもライブペイント、ベリーダンスと共演し、

全 7回演奏。

　2017 年 10 月 21 日 ,22 日に第 2回となるギャラリーでのアートイベント、"Art Your Life"～life and death～2017 を開催。18組の作家達と展示をし、リ

アルタイムではフラワーアート、コンテンポラリーダンスとコラボを果たす。同年 12月 20 日にクラシック曲のカバーミニアルバム” CLASSICS” をタワー

レコード限定で発売。

- 連絡先
代表：yj（Vocal & Guitar）
TEL：090-7817-5813
MAIL：info@ore-yj.com
AYANO Website：http://www.ayano-web.com

-AYANOの活動主軸  ”Art Your Life” とは
AYANOのこれまでの活動の中心としている "Art Your Life" とはその名の通り、"生活に芸術を "という意味です。

音楽はもとい、芸術というものが人々の生活や精神・哲学に深く浸透し、生活レベルにまで影響する物であって欲しいというところから来ています。

人間は生涯にわたり自分の知識や経験を拡張し続ける生き物で、学校に行ったり、仕事をしたり、上司・先輩からの説教・経験談を聞いたり、同僚や友人と

の他愛もない話・愚痴・アドバイス、家族との会話、恋人との会話 ... という社会的経験が大きく作用し、人格を形成・更新し生活を営んでいます。そこに芸

術があってもいいのではないか。芸術も人の話を聞いているのと同じようなもので、知らないもの・自分に無いものに触れることと等しく、それは人生を素

晴らしく豊かにするものです。

この動機から、環境として話す側（アーティスト）も聞く側（観る者）も互いに動機を持った上で落ち着いて対峙できる場所で行う活動、これがAYANOの

活動の主軸、"Art Your Life" です。



2013.04.20 ～ 2014.03.16 の期間に、四季になぞり完全自主興行で開催した 4つの単独公演です。"Art Your Life" の趣旨を理解してもらうためには 1年通
して開催。「1年」という多くの人にとって共通となる単位の中で、環境の変化、AYANOの変化を楽しんでもらえたらと思い、四季になぞり 1公演ごとに会
場もコンセプトも違う形で開催。 また、2015 年 2月に、この 1年間の活動を追ったドキュメンタリーをシアターUPLINKにて一夜限り上映。

星と、VJによる映像との競演をコンセプトにプラネタリウムで開催した最初の公演。

- four season tour "Art Your Life

- 2013.04.20 ～spring～ @北とぴあプラネタリウムホール

クラシックを主としたホールでヴァイオリンとの競演をコンセプトに開催した公演。

- 2013.07.20 ～summer～ @武蔵野スイングホール

絶対的に生活において必要な「食」戸のコラボをコンセプトに開催した公演。リアルタイムで曲の内容に沿って作られて行く料理をプロジェクション。

- 2013.11.16 ～autumn～ @下北沢アレイホール

純白の館、sonoriumとの共催で「映像と音楽」をコンセプトに映像とフローシーキャンドルの光溢れる体感する公演。

- 2014.03.16 ～winter～ @sonorium



日時：2016 年 7月 31 日

題名：AYANO x ptf “Signs in Darkness” with MEGASTAR

会場：北とぴあドームホール

前売：3,800 円　当日；4,300 円

開場：16:00　開演：17:00

■コンセプト
「普段目にすることのない星々と、普段耳にすることのない音楽」というコンセプトのもと、今空前の話題を集めるスーパープラネタリウムMEGASTARを

導入し、北とぴあドームホール（北とぴあプラネタリウム跡地）で行われたツーマンコンサート。肉眼では確認できない星々をも映し出す性能を持つ

MEGASTARの星と、メディアに大きく取り上げられることのないポストロック（AYANO）とプログレミュージック（ptf）を掛け、それを人々に見せる、

聞かせるという趣旨のイベント。チケット完売により、満員御礼となった。

～以下、当日配布プログラムより～

知らないもの・知らない世界であっても、それはあなたの見えないところで確実に息づいています。知らないものに出会ったり、知らない世界に触れること

は良いことばかりではないのかもしれませんが、確実に経験値となって人を大きくするのではないでしょうか。そして、そんな経験をするには、メディアや

ネット等で大きく取り上げられるものを受動的に摂取するだけでは、個性として昇華するにはあまりに表層的であるように思います。そう言った意味でこの

"Signs in Darkness" は動機をもたなければ出会うことのできない星と音楽というコンセプトの下、ドキュメンタリーやアプリを含めそれぞれの創作者達の意

思を感じられるものに出来たのではないかと思っています。きっかけはどうであれ、何かしらの動機を持ってここにご来場頂けたことを深く感謝いたします。

気難しく書いてしまいましたが、気楽に楽しんで頂ければと思います。

アプリ（iOS 専用）

■アプリ

プロモーションの一環として、MEGASTAR開発元の有限会社大平技研と、音楽アプリを主に製作する株式会社

KIGEKI の全面協力の元、手のひらで Signs in Darkness を体験できる無料アプリを製作し、発表。音楽関係の

ニュースサイトではほとんど取り上げられなかった中、産経新聞電子版等で紹介され、瞬く間に 1000 ダウンロー

ドを超えた。



- コンセプト

日常的に芸術が存在する場所に飛び込むため、ギャラリー The Artcomplex Center of Tokyo で開催したアートイベントです。公募等で集まった
アーティストが 1つのテーマに対し、それぞれの解釈と手段・手法で表現した作品が一堂に会する合同展です。
AYANOはこれまで音楽以外のアーティストとのコラボレーションに力を入れ、活動してきました。あくまで音楽は表現手段の一つだと考えるか
らです。しかしそこで自分たちが音楽を選んだ為に、これまではどうしても音楽が中心となる場所で活動して来たのも事実です。そこでこのイベ
ントは音楽以外の表現手段をとられているアーティストと、それを受けとる人が多く集まる場所を舞台に選びました。入場料はギャラリーの慣習
にならい、無料としました。

テーマ：「生と死」
生物絶対の共通事項である生きることと死ぬこと。誰もが直面する事柄であるにもかかわらず、社会的にはどこかタブー視されがちな話題。生まれ、
生きるとはいったいどういうことなのか、未だ死を体験していない私たちにとって死ぬとはどういうことなのか。各アーティストの生と死に対す
る現段階での考え方を表現する。

■第 1回の特設ウェブサイト
http://lad.ayano-web.com/2016/

■第２回特設ウェブサイト
http://lad.ayano-web.com/2017



1.The death of December
2.well well...
3.Golgotha
4.heavenly
5. 聖・灯火
6. 彗星が来る
7.Lost Scenery

1st Album 2014.01.22 リリース

TKSD-0001 ￥1,800（税別）
Download MP3 Streaming

SAMPLE
FOR PROMOTION USE ONLY

-Discography

breath / dawn is soon
配信限定シングル 2015.06.24 リリース

2015 年 6月に新ドラマーの那賀顕寛（ex. 悲岸）を迎え、
新体制でレコーディングされた配信限定シングルの第 1弾作品。
暗黒の時から再び光射す時が描かれている。
2014 年に発売されたファーストアルバムに全てを注ぎこみ
遺作として送り出した yj（Vo/Gt）が、
文字通り起死回生の一作として生み出した楽曲。

SAMPLE
FOR PROMOTION USE ONLY

Download MP3 Streaming

Clair de Lune～月の光～
配信限定シングル 2015.09.16 リリース

AYANO初となるカバー曲。
クロード・ドビュッシーの楽曲で最も知られている
このピアノ曲をAYANO独特のバンドスタイルに編曲。
ポール・ヴェルレーヌの原詩も意識して構築された渾身のカバー。

SAMPLE
FOR PROMOTION USE ONLY

Download MP3 Streaming

代表 : yj（Vo/Gt）　Tel：090-7817-5813　E-Mail : info@ore-yj.com
Official Website   http://www.ayano-web.com

配信限定シングル 2015.12.09 リリース

人は少なからず虚栄心を持っている。けれど虚栄心自体を認めた
がらない。そうして人々が作り上げた社会は人間の表層の固まり
である。その下にはいったい何があるのか。
AYANO の配信限定シングル第 3 弾。近年の AYANO には珍し
いビート感の強い楽曲と、繰り返される意味不明な歌詞が紡ぎ出
すミステリアスでノスタルジックな楽曲。

SAMPLE
FOR PROMOTION USE ONLY

Download MP3 Streaming
Vanity Underground

Few Steps To Heaven (and then...)


