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タワーレコード フリーマガジン『intoxicate』企画制作イベント第15弾 
PEUGEOT 206CC Midnight Blue発売記念 

intoxicate_15 ～Midnight Blue～ 
2005年5月10日（火）開催決定！！ 

 
 
株式会社ＮＭＮＬ（本社：東京都品川区／代表取締役社長：伏谷博之）では、2005年5月10
日（火）に、タワーレコードで配布しているフリーマガジン『intoxicate（イントキシケイト）
※１の企画制作イベント第15弾「intoxicate_15 ～Midnight Blue～」※２をCAY（レストラン
BAR・SPIRAL B1F／南青山）にて開催いたします。 
 

－21世紀のビリー・ホリデイと、エネルギーに満ち溢れたパフォーマーの競演！－ 
 
今回の出演アーティストは、全米ジャズ界で話題騒然の“21世紀のビリー・ホリデイ”こと、マデ
リン･ペルー。温かくも凛とした歌声でレナード・コーエン、ボブ･ディランなどの名曲を見事に自

分の音楽に染め上げた最新作『careless love』が大ヒット中の彼女がオーストラリア・ツアーを前
に日本で1回のみのライブを「intoxicate」で披露します。そしてもう一組は、ブラジル音楽を中心
にソウルやジャズなど、ありとあらゆる音楽を飲み込み肉体的に吐き出すギタリスト＆ボイスパフ

ォーマー、saigenjiが登場。ノスタルジックなのにフレッシュ、そんな初夏の風を感じさせる2人の
歌声をお楽しみ下さい。 
 
当日の取材をご希望される場合は、別紙のFAX返信用紙に必要事項をご記入の上、ご返信くださいます
ようお願い申し上げます。 
 
 
 
※1 フリーマガジン『intoxicate(イントキシケイト)』 
現代音楽・クラシックを紹介するフリーマガジン。2004年 8月に創刊 51号を期に『musée(ミュゼ)』よ
り『intoxicate』に誌名変更し、リニューアル。隔月（偶数月 20日）刊。当初から国内では紹介される機
会のなかった分野の音楽情報を掲載し、若い評論家、若いリスナーから熱烈な支持を受け、今日に至る。

現在では音楽以外の情報（映画、本、伝統芸能など）に加え、ユニークな連載記事（俵孝太郎の“クラシッ
クな人々”、“四コマの鉄人 人コマゴマ”など）を掲載するなど、単なる情報誌という枠を超えて、読み物
として楽しむ読者も多い。音楽を基本テーマとして、様々な話題を取り上げるという編集方針により、世

代を超えた読者にアプローチしている。1999年には ECMというレーベルの 30周年にあわせて、独自の
イベントを企画、話題となりライブ・イベント『intoxicate』開催へと続く。 
 
※2 ライブ・イベント「intoxicate(イントキシケイト)」 
イベントの総称「intoxicate」は、「…を酔わせる」「…を熱狂させる」という意味を持つ。タワーレコ
ードのフリーマガジン『intoxicate』のコンセプトをそのまま具現化し、2001年 12月からスタートした
イベント。イベントに登場するアーティストや音楽についても、『intoxicate』の編集方針に沿って、ジ
ャンルやカテゴリー、有名無名にとらわれず、様々なキャスティング、セレクトを行なう。このイベント

を通して、タワーレコードのユーザーに対し、既存の価値観では捉えにくい視点、既存の価値観では生ま

れにくい好奇心をかき立てる場を提供することにより、更なる音楽への興味･関心を促す。今後も更に発

展させた形で年 6回、隔月での開催を予定し、20代後半から 40代後半をターゲットに、大胆な企画を行
なっていく。 
 



 

■ ■ イベント詳細 ■ ■ 
 

名   称：intoxicate_15 ～Midnight Blue～ 
日   時：2005年 5月 10日（火） 
       19：00／オープン 20：00／スタート 
場   所：CAY（SPIRAL B1F） 
           （東京都港区南青山 5-6-3 SPIRAL B1F） 
出演ｱｰﾃｨｽﾄ：マデリン・ペルー 
      saigenji 
    ※上記アーティストのプロフィールは別紙をご参照下さい。 

チケット：前売￥3,300（税込） 当日￥3,800（税込） 
チケット発売日：2005年 3月 26日（土） 
チケット取り扱い：チケットぴあ（0570-02-9999・Pコード：196-420） 

ローソンチケット（0570-06-3003・Lコード：36030） 
タワーレコード新宿店９F 
タワーレコード渋谷店５F 
CAY（tel：03-3498-7840） 

お問合せ：CAY 03-3498-7840  cay@spiral.co.jp 
主催/企画制作：株式会社ＮＭＮＬ・intoxicate 
特 別 協 賛 ：PEUGEOT JAPON http://www.peugeot.co.jp/ 
協     賛：株式会社コルグ／パール楽器製造株式会社／ヤマハ株式会社 
協     力：タワーレコード株式会社 
会 場 協 力 ：株式会社ワコールアートセンター 
●『intoxicate』特設サイト ： http://intoxicate.jp/ 
 

＜メインビジュアル＞ 
 

 
 

◆◇◆ お問合せ ◆◇◆ 
タワーレコード株式会社 広報 担当：真野 

TEL：03-3496-5009 FAX：03-3496-5727 E-mail : press@tower.co.jp 
〒150-0041 東京都渋谷区神南1-21-1 日本生命渋谷ビル9F 



 
別紙：アーティスト プロフィール 
                 
マデリン・ペルー Madeleine Peyroux                                   
 
アメリカ生まれ、20台前半はパリでストリート・ミ
ュージシャンとして活動。1996年に 22歳でアルバ
ム『ドリームランド』（ワーナー）でデビュー。サ

ラ・マクラクランやセザリア・エヴォラのオープニ

ング・アクトで注目を集めた結果、20万枚のセール
スを記録。2003 年ラウンダー・レコードと契約。
プロデュースにジョニ・ミッチェルを手掛けるラリ

ー・クラインを迎えた最新作『ケアレス・ラヴ』で

は、W.C.ハンディをはじめ、ハンク・ウィリアムス、
レナード・コーエン、ボブ・ディラン、エリオット・

スミス、ジェシー・ハリスといったジャンルにとら

われないスタンダードを、見事に自分の音楽に染め

上げている。南部の香りを感じさせる暖かくも凛と 
した歌声は“21世紀のビリー・ホリデイ”をも評さ
れている。同作は現在アメリカでビルボード誌に長

期ランクインするなど大ヒット中。 

Madeline Peroux 

 
http://www.madeleinepeyroux.com/ 
http://www.universal-music.co.jp/jazz/ 
 
saigenji                 
 
9 歳のときにケーナを始め、南米の民俗音楽フォル
クローレやブラジル音楽を中心に soulや jazzなど
ありとあらゆる音楽を飲み込み、肉体的に吐き出す

ギタリスト＆ボイスパフォーマー、インプロヴァイ

ザー、ソングライター。その圧倒的にエネルギーに

満ち溢れたパフォーマンスは見た者全てを虜にす

る魅力に満ち溢れており、独自の観点から生み出さ

れる作詞作曲も多方面で高い評価を受けている。現

在までに「SAIGENJI」（2002/10/3）、「la puerta」
（2003/8/15）、「Innocencia」（2004/11/17）の 3
枚のオリジナルアルバムをリリース。レコーディン

グ参加も精力的に行い、MISIA、MONDO GROSSO、
冨田ラボ、今井美樹、アン・サリー、平井堅、

LOSALIOS 等にゲストボーカルやギタリストとし
て、また「IT’S ONLY ROCK’N ROLL（BUT WE 
LIKE IT）－A TRIBUTE TO ROLLING STONES
－」「Felicidade –A Tribute to Joao Gilberto－」
等、数々のトリビュートアルバムにも本人名義によ

る独自の楽曲解釈で多数参加している。2003 年発
売の birdのアルバム「DOUBLE CHANCE」の“廃
墟のダンスホール”で自身初の楽曲提供。また 2004
年に発売されたKeycoのアルバム「イメージ」では
初のプロデュースワークを行う。さらに「it’s too 
late」「close to you」「GOLDEN LADY」の超絶
カヴァーは FM で大量 O.A.され話題を呼んだ。こ
こ 3年以上 150本以上の LIVEを行っており、2004
年にはシンガポール、フランス、ソウルでもツアー

を敢行し、エネルギッシュなパフォーマンスで聴衆

を熱狂させた。2005 年 4 月にはカエターノ・ヴェ
ローゾのプロデュースワークやモレーノ＋2 で活躍
中のカシンプロデュースによるブラジル録音を敢

行予定。1975 年広島生まれ、沖縄～香港～沖縄育
ち。本籍は福岡県。 
http://saigenji.com/
『careless love』 
ユニバーサル 
UCCM-9200 

                    
saigenji 
『Innocencia』 
ハピネス 
HRAD-00001 

http://saigenji.com/


 
 

    
FAX返信用紙 

                              2005年3月23日 
               タワーレコード㈱ 広報 行 

FAX：03-3496-5727 
※ 5月2日（月）17：00までにご返信下さい。 

 
タワーレコード フリーマガジン 『intoxicate』企画制作イベント 
『intoxicate_15 ～Midnight Blue～』 

 
《2005年5月10日（火）20：00開演（取材受付19：00～20：00）》 

場所 CAY（SPIRAL B1F／南青山） 
 

 
貴社名

貴部署名

お名前

お電話番号

FAX番号

貴誌紙、貴番組名

クルー人数

持込機材

通信欄

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日     時 ： 2005年5月10日（火） 
            19：00／オープン 20：00／スタート   
場     所 ： CAY（SPIRAL B1F／南青山） 
         地下鉄表参道駅／銀座線・半蔵門線・ 
         千代田線 B1出口前 
        東京都南青山5-6-3 スパイラルB1F／CAY 
        03-3498-5790 

 
出演アーティスト：□Madeliene Peyroux 

□saigenji 
 
 
 
 

◆◇◆ お問合せ ◆◇◆ 
タワーレコード株式会社 広報 担当：真野 

TEL：03-3496-5009 FAX：03-3496-5727 E-mail : press@tower.co.jp 
〒150-0041 東京都渋谷区神南1-21-1 日本生命渋谷ビル9F 

 


