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音楽専門誌 『ベース・マガジン』主催の対バン・ライヴ開催！ 

抽選で 2 名様を IKUO と F チョッパーKOGA に会えるミート＆グリートにご招待 

 

 

 
 

	 インプレスグループで音楽関連の出版事業を手掛ける株式会社リットーミュージック（本社：東京

都千代田区、代表取締役社長：古森優）は、ベーシストのための専門誌『ベース・マガジン』主催に

よる対バン・ライヴ“Bass Magazine Presents The Power of Low-End”を 7月 16日に TSUTAYA 
O-WEST（東京都渋谷区）にて開催します。 
	 本イベントは、ベーシストに注目し、“The Power of Low-End＝低音の底力“という名にふさわし
い凄腕ベーシスト同士による対バン企画です。出演は、ベーシスト IKUO率いる BULL ZEICHEN88
と F チョッパーKOGAによる Gacharic Spinの 2組。互いに異なるフィールドで活躍をみせる両バン
ドが、その卓越した演奏力で異種格闘技戦を繰り広げます。5月 19日発売の『ベース・マガジン 2014
年 6月号』には、IKUOと FチョッパーKOGAの対談記事が掲載されており、対バンに懸けるふたり
の熱い思いを窺い知ることができます。 
	 また、本イベントのチケットをお持ちの方のなかから、抽選で 2 名様をミート＆グリートにご招待
します。イベント当日のリハーサルの様子や IKUO、F チョッパーKOGA の使用機材を間近で観るこ
とができ、さらには二人への質疑応答も可能というファンにはたまらない内容です。 
 

☆☆☆	 イベント特設サイト	 http://www.rittor-music.co.jp/bm-low-end02	 ☆☆☆	 



《公演概要》 
	 

□公演名	 

Bass	 Magazine	 Presents	 The	 Power	 of	 Low-End	 

	 

□日程	 	 

2014 年 7 月 16 日（水）	 OPEN	 18:30	 START	 19:30	 

	 

□会場	 

TSUTAYA	 O-WEST（東京都渋谷区円山町 2-3）	 

	 

□出演	 

BULL	 ZEICHEN	 88	 

Gacharic	 Spin	 

	 

□TICKET（ドリンク代別・税込）	 

前売券 4,000 円／当日券 4,500 円	 

	 

□席種	 

スタンディング	 ※当日のご入場は整理番号順となります	 

	 

□チケット購入	 

【一般発売】	 

・チケットぴあ	 http://t.pia.jp（Ｐコード：226-055）	 

・ローソンチケット	 http://l-tike.com（L コード：72768）	 

・イープラス	 http://eplus.jp（PC・mobile）	 

・TSUTAYA	 O-WEST 店頭	 

・ミュージックランド KEY 渋谷店	 店頭	 

	 

	 

■企画・制作	 リットーミュージック	 ベース・マガジン	 

■協力	 シブヤテレビジョン	 

■公演に関するお問い合わせ	 TSUTAYA	 O-WEST	 03-5784-7088	 

	 



《ミート＆グリート応募方法》 
	 

応募者の中から抽選で 2 名様を『The	 Power	 Of	 Low-End』のミート＆グリートにご招待します。	 

	 

□応募方法	 

『ベース・マガジン 2014 年 6 月号』136 ページにある「イベント応募券」を、本誌付録の愛読者カー

ドに貼付けご応募下さい。	 

	 

□応募締切	 

2014 年 6 月 19 日（木）当日消印有効	 

	 

□当選案内	 

厳正なる抽選の結果、当選された 2 名様には、応募時の愛読者カードに記載されたメールアドレス、

または電話番号にご連絡させていただきます。	 

	 

□注意事項	 

・ご応募は本イベントのチケットをご購入いただいている方のみが対象となります。	 

・ご応募は「応募券」が貼付されているもののみが対象となります。	 

・応募、抽選方法、また当選に関するお問い合わせは一切お受けできません。	 

	 



BULL	 ZEICHEN88	 

	 

メンバー	 Vo.栄二郎、Gt.SEBASTIAN	 、Ba.IKUO	 、Dr.淳士	 による 4 人	 編成ロックバンド。	 淳士、IKUO

が中心となり 2006 年に結成。楽曲はテクニカルなプレイと	 ヘヴィかつキャッチ―なメロディに定評

があり、更にスクリーモを混	 在させたサウンドが特徴的。ビジュアルロックを感じさせながらも、	 そ

れを逸脱したサウンドは BULL	 ZEICHEN88	 唯一のジャンル”ビジュ	 リーモ”を確立させている。2013

年 12 月には赤坂 BLITZ でのワンマンラ	 イブを SOLD	 OUT させ、大成功を収めた。2014 年３月にはショ

ートツ	 アーを開催し、3 月 17 日に渋谷クラブクアトロでのファイナルを迎え	 た。勢いを増す 2014

年の活動に要注目。	 

	 

WEB	 http://www.bullzeichen88.com/	 	 

Twitter	 https://twitter.com/BULL8info	 

	 

	 

	 



Gacharic	 Spin	 

	 

2009 年「Gacharic	 Spin」を結成。Ba.F チョッパーKOGA、VO.&Dr.はな、Gt.TOMO-ZO、Vo&Key.オレオ

レオナからなる超攻撃的・ド	 派手な最強ガールズバンド！	 2013 年にパフォーマーとして“ガチャガ

チャダンサーズ”が加入し現在の体制になる。ガチャガチャな個性炸裂ガチャピンサウンドに、はな

の芯のある力強いヴォーカルに、オレオレオナの哀愁漂うヴォーカルが絶妙に絡み合い鮮烈なカラー

を生み出し、見ている人すべてに衝撃を与えるほどの圧巻のパフォーマンスや演奏力、彼女たちにし

か出来ない笑劇的なステージングで、誰もが楽しめるエンターテインメント空間へと変えてしま

う！！	 年間 100 本以上のライブを優にこなす。ギター・ベース・ドラムの三人はそれぞれ教則 DVD

をリリースし、メンバー個々でも精力的に活動し、ゲーム初音ミクのモーションアクター、AKB48 の

「GIVE	 ME	 FIVE!」で演奏・パフォーマンス指導、2014 年 5 月にはメンバー全員が主演を務める映画が

公開されるなど、様々な分野でも活躍している。また、2012 年 12 月、Vo.Fuki	 (LIGHT	 BRINGER)を迎

え、サイドプロジェクト『DOLL＄BOXX』を結成。キングレコードよりメジャーデビューを果たした。

国内だけでなく国外も視野に入れ、海外公演(アメリカ、韓国、中国、フランス)のツアーやフェスな

どのゲスト出演、すでに 2014 年、海外公演（アメリカ・中国・韓国）での LIVE が決定。各国各地、

様々な分野で Gacharic	 Spin 旋風を巻き起こし、更に進化をし続ける Gacharic	 Spin から目が離せな

い！！	 

	 

WEB	 http://gacharicspin.com/	 

Twitter	 https://twitter.com/Gachapin_info	 

	 

 



 
 
＜『ベース・マガジン』とは＞ 
日本で唯一のベース専門誌。1985年 5月創刊以来、ベースを愛するプロ／アマに向け、ベースやアン
プ、エフェクターなどの機材情報やアーティスト・インタビュー、ベース奏法などの情報を提供する

月刊誌。毎月 19日発売。 
 
 



【株式会社リットーミュージック】 http://www.rittor-music.co.jp/ 
□所在地：〒102-0073 東京都千代田区九段北 3-2-11 住友不動産九段北ビル 6F □設立：1978年 4月 10日 □資本金：
1億 6,900万円 □決算期：3月 31日 □従業員数：93名（2013年 3月 31日現在） □代表取締役：古森優 □事業内容：
音楽関連出版事業 
 
【インプレスグループ】 http://impress.jp/ 
株式会社インプレスホールディングス(本社：東京都千代田区、代表取締役：関本彰大、証券コード：東証 1 部 9479)を持株会社
とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「モバイルサービス」を主要テーマに専門性の高いコンテンツ＋サ
ービスを提供するメディア事業を展開しています。 

以上 
 

【本件に関するお問合せ先】 

 

株式会社リットーミュージック 営業統轄部出版営業部 宣伝担当：市原 

Tel: 03-5275-2446 / E-mail: pr@rittor-music.co.jp 


