銅版画家にしてミュージシャン、松本里美の初
の画集にして初のソロ・アルバム、遂に完成！
架空のホテルを舞台にしたシリーズ作品「柳ホテル」を中心に82 点の
新旧版画で構成された画集と、豪華ゲスト・ミュージシャンを招いた
全曲新録による14 曲入りCD のカップリングによるフルアルバム。
版画と歌が内包する物語がシンクロナイズし、イマジネーションは複
雑にからみ合う。時間と空間を縫ってお互いの影を追うように錯綜す
る言葉と音楽と絵。松本里美のパラレル・ワールドがここに浮上する。

CD

曲目： 01 Weeping Willow

02 Lovely Gravy

03 車とかばん 04 モリー・ゴングの一生

05 In the Mousse

（instrumental） 06 朝の月 No. 5 07 化石を見たかい？ 08 Wonder in Winter 09 Tango with Bear（instrumental）
10 Eel Pie Island Song 11 ヒバリ 12 アントニオの卵 13 Wedding Tune 14 まぶしいチョコレート
参加ミュージシャン：松本里美（vocal, electric guitar）、近藤達郎（electric organ, percussion, etc.）、ナスノミツル（electric bass）、
植村昌弘（drums）
、関島岳郎（tuba, flugelhorn, soprano recorder）
、向島ゆり子（violin, viola）
、秋岡欧（cavaquinho, bandolim）、牧野
琢磨（electric guitar）、今井和雄（electric guitar）、フレイレフ・ジャンボリー；瀬戸信行（clarinet）、瀬戸一成（trumpet）、白起かすみ
（alto sax）、三原智行（trombone）、山口涼子（violin）、藤沢祥衣（accordion）
、河村光司（tuba）
、太田ピカリ（drums）
プロデュース：近藤達郎 ＆ 野田茂則（キャロサンプ）

BOOK

B6 変形判ハードカバー、オールカラー63P ブックレット（版画作品82 点＋立体作品2 点収録）
サイン＆エディション・ナンバー入り銅版画原画付き（初回限定1500 部のみ）

アート・ディレクション：T. break 写真：本田晋一（rayzoo）

2007 年11 月15 日（木）発売 税込価格 ￥3,990（本体価格 ￥3,800）
レーベル：Zipangu Label 規格番号：ZIP-0027
発売元：ジパングプロダクツ株式会社 tel. 03-3423-6343 http://www.radio-zipangu.com/label
※銅版画原画の絵柄、エディション・ナンバーはお選びいただけません。

松 本 里 美 プロフィール
法政大学哲学科、セツ・モードセミナー卒業。1981 年よりロックバンド「サボテン」のギター＆ヴォーカル担当。今まで５
枚のアルバムを発表し、３枚のオムニバスに参加。1987 年よりキネティック・アート、8 ㎜アニメーションなど、音と絵を同
期させた作品を中心に制作。1993 年より銅版画を始める。14 年間で個展16 回。2003 年よりソロでの音楽活動も開始する。
▼松本里美 web site http://www.satomin.jp
▼サボテン official site http://www.saboten.biz
▼「＋P 里美の『Bronze & Willow』はこうして作られた」
（制作日記ブログ） http://eggdays.exblog.jp/

日常の生活をとりまくすべての事象が、音楽と版画に限らず、あらゆるものへの創造に繋がる。
当たり前のようにすべてが同時進行していく。絡みあってはいるけれど、見通しは実によい。
さしずめ、やさしく柔らかいのに少しヘヴィな味のするジェリーの中に漂っているような喜びに満ちた感覚なのだ。

Live
" Tiny Adventure with Strings " vol. 11
［出演］

松本里美（vocal & guitar) w/ 牧野琢磨（guitar)、関島岳郎（tuba, recorder)
酒井俊 & String Trio
（酒井俊 vocal、向島ゆり子 violin, viola、坂本弘道 cello、水谷浩章 contrabass）

2007 年12 月27 日（木）
＠吉祥寺MANDA-LA2
tel. 0422-42-1579 東京都武蔵野市吉祥寺南町2-8-6 中央マンションB1F
http://www.mandala.gr.jpman2.html
18：30 open ／19：30 start
料金：前売・予約：2,500 円／当日：3,000 円（各ドリンク代別）
お問い合わせ：キャロサンプ
tel. 03-3316-7376 info@callithump.info http://www.callithump.info

『卵の中の楽隊と歌』
フレイレフ・ジャンボリーと松本里美
［出演］

Freylekh Jamboree
瀬戸信行（clarinet）、瀬戸一成（trumpet）、三原智行（trombone）、
（alto sax）、山口涼子（violin）、藤沢祥衣（accordion）、
白起かすみ
河村光司（tuba）、太田ピカリ
（drums）、池田安友子（percussion）
松本里美（vocal, guitar）

『Bronze & Willow』発売記念コンサート
［出演］

松本里美（vocal, guitar）、近藤達郎（keyboards）、
（bass）、植村昌弘（drums）、関島岳郎
（tuba, recorder）、
ナスノミツル
向島ゆり子（violin, viola）、秋岡欧（cavaquinho, bandolim）、
牧野琢磨（guitar）、今井和雄（guitar）

2008 年3 月1 日（土）
＠公園通りクラシックス
tel. 03-3464-2701 東京都渋谷区宇田川町 19-5 東京山手教会 B1F
http://www.radio-zipangu.com/koendori
18：00 open ／19：00 start
料金：予約 3,000 円／当日 3,300 円（各1 ドリンク付）
お問い合わせ：キャロサンプ（上記参照）

2008 年1 月28 日（月）
＠吉祥寺MANDA-LA2（上記参照）
18：30 open ／19：30 start
料金：前売・予約：2,500 円／当日：3,000 円（各ドリンク代別）
お問い合わせ：キャロサンプ（上記参照）

2008 年1 月29 日（火）
＠58 月（ゴヤムーン）
tel. 052-834-3358 名古屋市昭和区滝川町31-8
http://www.58s.jp
18：00 open ／19：30 start
料金：前売・予約 2,000 円／当日 2,500 円（各オーダー別）
お問い合わせ：58 月（上記参照）

『松本里美銅版画展 ─ Bronze & Willow』
2008 年2 月9 日（土）〜17 日（日）※14 日（木）は休廊
＠Gallery FIRSTLIGHT（ファーストライト）
tel. 03-5753-7331 東京都大田区大森北1-14-4-1F
miz-firstlight@nifty.com http://firstlight.web.infoseek.co.jp
開廊時間：11：00 〜19：00（最終日は17：00 まで）
※2 月16 日（土）16：00 よりライヴ演奏あり（1,300 円、お茶付き、先着30 名様・要予約）
お問い合わせ：Gallery FIRSTLIGHT（上記参照）

