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ポップス、3つ
の音楽祭を同時

開催‼

Ekodaを起動させる
伝説の秘宝「Ekoon」を巡る
三つ巴の競演が始まる‼

江古田音楽祭2017EKO ON!!
2017 10 21年 月 日（土）～29日（日）
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21(sat)

Pop'n Rock de Show!?～君もいつかは Lougun だ !?～
［会場］Buddy 19:00開演 (18:00開場 )

［料金］①事前予約：3000円 +1Drink(EKO ONチケット割引 )　
        ②当日：3500円 +1Drink(EKO ONチケット利用可 )

Tsutomu lowguns K5

［会場］フライングティーポット 17:00開演 (16:30開場 )

［料金］≪予約あり≫2500円 (EKO ONチケット使用可 )+1Drink
石川浩司、猪股桃絵、吉原悲劇、猫石

［会場］アポストロフィ18:00 開演 (17:00 開場 )

［会場］クラブ ドロシー 16:30 開演 (16:00 開場 )

齋藤直江ゴスペルコンサート

［料金］3500円またはEKO ONチケット7枚 (1ドリンク付 )

Ekoda Spinning Spiral 1st

齋藤直江 (vo)、福士雄 (keyboard)

Vaiwatt、kumagusu、1000000$boyz
デッドバンビーズ、墓場戯太郎ORCHESTRA
HAIGAN、worst taste
［料金］2000円またはEKO ONチケット4枚 +1Drink

［会場］東京ラフストーリー 19:30 開演 (19:00 開場 )
江古田音楽祭 EKO ON!! 初夜
齊藤さっこ、山田庵巳、阿部浩二
［料金］1500円またはEKO ONチケット3枚+1Drink

【予約】 03-3953-1152（Buddy）

22(sun)

［料金］1000円またはEKO ONチケット2枚 

［料金］2000円またはEKO ONチケット4枚+1Drink
 

B.B.Brothers

FOOL TO CRY

［会場］フライングティーポット 19:00 開演 (18:30 開場 )

方波見誠次 (vo)、Ken-G 事 方波見謙次 (g)、
Shige-G 事 方波見茂次 (g)、岡本秀美 (fl)、斎藤和孝 (b)、堂野和彦 (dr)

［会場］クラブ ドロシー 16:30 開演 (16:00 開場 )
Ekoda Spinning Spiral 2nd

［料金］2000円またはEKO ONチケット4枚＋1Drink

HOMM

E

、Transkam、birds melt sky
花園distance、合田口洸、Akihito Takeuchi

［会場］ギャラリー水土木 16:30 開演
月影の間～邦楽トライアングル2017①【地唄舞】

［料金］2500円 、月影の間①～③の３公演通し7000円
俵菜緒 (地唄舞 )、杉浦聡 (唄＆三絃 )

［会場］努楽夢 (DRUM)

［料金］フリーカフェライブ　※飲食のオーダーお願いします

［会場］Cafe Earth 18:00 開演
ソノライフ 

［会場］東京ラフストーリー
ひまわり組、てんびん座、伊藤麻子、浜野誠
［料金］500円 または EKO ONチケット1枚＋1Drink

23(mon)
［会場］Buddy 19:30開演 (18:30開場 )
dorlis Autumn swing

dorlis

リキシ、ザ・ジェットストリームアタックズ、練馬女王蜂

O.A. 齊藤さっこ

アルゼンチン・タンゴの夕べ
～タンゴ四重奏の卓越した演奏力と熱い魂の響き！

①19:00開演 (18:30開場 )
②21:00開演 (20:30開場 )

松永裕平クアルテート松永祐平 ( ピアノ )、喜多直毅 (ヴァイオリン )、
北村聡 ( バンドネオン )、田中伸司 ( コントラバス )

［料金］①事前予約：3000円 ＋1Drink(EKO ONチケット割引 )　
        ②当日：3500円 ＋1Drink(EKO ONチケット利用可 )

［料金］1500円または EKO ONチケット3枚＋1Drink
         【通し】 2500円またはEKO ONチケット5枚＋1Drink

［料金］2000円またはKO ONチケット4枚＋1Drink

［料金］ 2000円 または EKO ONチケット4枚
        ※学生半額（要当日学生証持参）※未就学児入場不可≪予約あり≫

［会場］フライングティーポット 

［会場］武蔵大学・大講堂 18:30開演 (17:30開場 )

江古田音楽祭 EKO ON!! 第 3 夜
［会場］クラブ ドロシー 19:30開演 (19:00開場 )

Sonic Cafe O.A. みずき
(音速珈琲廊 )

【予約】 03-3953-1152（Buddy）

24(tue)
［会場］Buddy 19:30開演 (18:30開場 )

［料金］①事前予約：3000円＋1Drink(EKO ONチケット割引 )　
        ②当日：3500円＋1Drink(EKO ONチケット利用可 )

江古田ミュージシャンの皆様江古田ミュージシャンの皆様
［料金］1000円またはEKO ONチケット2枚

［料金］1500円

［料金］2000円または
         EKO ONチケット4枚＋1Drink

［料金］3500円

paris match "night in EKODA" 
paris match O.A. 本井美帆

石田洋介
［会場］フライングティーポット19:30開演 (19:00開場 ) 

［会場］江古田斎場（第二会館）

［会場］Cafe Earth 19:00 開演

谷修 19:00開演 (18:30開場 )

片岡大志
［会場］クラブ ドロシー 20:00開演 (19:30開場 )
フリーマイクエコタ（フリードリンク／飛び入り参加OK）

【予約】 03-3953-1152（Buddy）

25(wed)
［会場］マーキー 19:30開演 (19:00開場 )

［料金］2500円またはEKO ONチケット5枚 (1Drink 付 )

江古田音楽祭 EKO ON!! 第 5夜 at 江古田マーキー

ふらり太の風来坊

［料金］1500円またはEKO ONチケット3＋1Drink

あがた森魚 O.A. 髙島ユータ

［会場］フライングティーポット19:30開演 (19:00開場 ) 

安田太、ぱんきん、城本奈美、中村壮一

［会場］クラブ ドロシー 18:30開演 (18:00開場 )
零亞グルーヴ第玖曲目①

［料金］1000円またはEKO ONチケット2枚＋1Drink
藻の月、animalwarfare

［会場］ギャラリー水土木 16:30 開演
月影の間～邦楽トライアングル2017②【琵琶】

［料金］2500円、月影の間①～③の３公演通し7000円
田原順子 (琵琶 )

26(thu)
［会場］Buddy 19:30開演 (18:30開場 )

［料金］①事前予約：3000円 ＋1Drink(EKO ONチケット割引 )　
        ②当日：3500円 ＋1Drink(EKO ONチケット利用可 )

水口晴幸 
with ROLLOVERS

［会場］アポストロフィ16:30 開演 (16:00 開場 )
KaZZma Y Sus Guitarristas
～伝統的な歌とギターのタンゴの世界

［料金］4000円またはEKO ONチケット8枚 (1ドリンク付 )
KaZzma Watanabe(vo/g)、福島久雄 (g)、田中庸介 (g)

［会場］クラブ ドロシー 18:30開演 (18:00開場 )
零亞グルーヴ第玖曲目①

［料金］1000円またはEKO ONチケット2枚＋1Drink
realbirthday、TANIMA、SMILIES

［会場］イタリアン＆ワインバー CONA 18:30開演 (18:00開場 )
江古田音楽祭 EKO ON!! 第 6夜

［料金］1000円またはEKO ONチケット2枚＋1Drink
出演：青木マリ、中村侑樹、Akihito Takeuchi　他

【予約】 03-3953-1152（Buddy）

27(fri)
［会場］Buddy 19:30開演 (18:30開場 )

［料金］①事前予約：3000円 ＋1Drink(EKO ONチケット割引 )　
        ②当日：3500円 ＋1Drink(EKO ONチケット利用可 )

渋さ知らズオーケストラ

［会場］クラブ ドロシー 18:30開演 (18:00開場 )
零亞グルーヴ第玖曲目③

［料金］1000円またはEKO ONチケット2枚＋1Drink

LED、THE 天国畑JAPON、OK横丁、
石井明夫 Band Of Baksis、LAPIZ TORIO

［料金］2000円＋1Drink　お食事もできます。
         ワンちゃんお子様連れオッケー (音楽に差し支えない範囲でお願いします )

［会場］Cafe Earth 19:00 開演 (18:30開場 )
齊藤さっこ、ムホウモノ♪

【予約】 03-3953-1152（Buddy）

28(sat)
［会場］フライングティーポット18:00開演 (18:30開場 ) 

［料金］2000円またはKO ONチケット4枚＋1Drink

第三回　最後に瞑想を愉しむ会 in 江古田音楽祭
ライブ：ミナクマリ、ざやえんどう、papalion
瞑想ワークショップ：新関あや (ヨガ講師 )、キャンドル：吉田蝋燭

［会場］クラブ ドロシー 18:30開演 (18:00開場 )
零亞グルーヴ第玖曲目④

ファゴット LIVE！

［料金］1000円またはEKO ONチケット2枚＋1Drink

SADA ザ モンゴロイドスポット、ホイミ、
Electric Lady Land、EcholocationClik、仇花

［料金］500円

［会場］Cafe Earth 15:00 開演
南齋侑花、中川穂南

29(sun)
［会場］ONES's STUDIO 14:00 開演 (13:30 開場 )

［料金］≪予約あり≫ 
2500円またはEKO ONチケット5枚

春野恵子浪曲独演会（ワークショップ付き）
春野恵子
［会場］クラブ ドロシー 18:30開演 (18:00開場 )
零亞グルーヴ第玖曲目④

［料金］1000円またはEKO ONチケット2枚＋1Drink

SADA ザ モンゴロイドスポット、ホイミ、
Electric Lady Land、EcholocationClik、仇花

［会場］武蔵大学・大講堂 13:55開演 (13:00開場 )
EKO ON!! 江古田音楽祭2017

少年ナイフ／ピロカルピン
ロッカ★フランケンシュタイン 他

3ジャンル三つ巴イベント詳細は裏面へ→

フラメンコギター LIVE
［料金］無料

長尾景友

グランドフィナーレ in 武蔵大学

［会場］Cafe Earth 14:30 開演

［料金］500円、または
EKO ONチケット1枚＋1Drink荒瀬正和、法橋ハジメ、Lune

［会場］東京ラフストーリー

［料金］1000円、または
EKO ONチケット2枚＋1Drink川島しのぶ、Romantic J soul

［会場］Buddy

［会場］ギャラリー水土木 16:30 開演
月影の間～邦楽トライアングル2017③【謡曲】

［料金］2500円、月影の間①～③の３公演通し7000円
友枝真也 (謡曲 )

22日（日）は江古田パンさんぽ、28日（土）
はハロウィーンパレードなど、江古田の街を
楽しむイベントもいろいろあるよ♪

野外特設ステージ無料ライブ
【江古田駅北口】べるえぽ、ナシル、
Asagaya Funky Boys、Blue Vintage
【ゆうゆうロード】サムライデンキ、ナシル

■ 21日（土）

【江古田駅北口】The14th Moon、Gypsy Black Stone、
大島武宜と伊藤絵里（from Senkawos)、西方BAND
【ゆうゆうロード】小俣慎一、子宮良太

■ 22日（日）

■ 29日（日）
【江古田駅北口】フジモンズ、laid back bicycle、ロシアの猫

［ホームページ］eko-on.jp
［メール］popular@eko-on.jp
［電話］03-6909-4401(水・日除く10～18時)

チケットの取り置き予約を承ります。
ご希望公演の日付、会場、枚数、お名前、
連絡先をお知らせください。

予約受付中！
※一部ご予約ができないライブもあります

各種お問合せもこちらから

ポピュラー企画会場マップは裏面へ


