2022 年 11 月 3 日（木・祝）
株式会社ゼスト

「et-アンド- treat tour 2022」完走！
「またライブでお会いしましょう！」
4 人組新世代女性ボーカルグループ et-アンド-が、本日「treat tour 2022」ファイナルとなる東京公演を、SPACE ODD で開催。
東名阪 3 都市 6 公演のツアーを完走いたしました。

et-アンド-は昨年夏にデビューし、今年春に初のツアーを開催。今回は 2 度目のツアーとなります。ハロウィンの時季ということで、
「Trick or Treat」から、“もてなす”という意味もある“treat”をとって「treat tour 2022」と名付けられました。
不思議なリズムとループする歌詞がクセになる「Matryoshka」でステージは幕開け。et-アンド-の世界観を詰め込んだデビュー曲
「#tokyo」と続き、キレのあるパフォーマンスで会場をグッと引き込みます。リーダーの野島樺乃からツアータイトルの意味を伝え、「非日
常を楽しんでいただければと思います」と呼びかけました。
続いて、「私たちの歌で皆さんの心に光を届けられれば」と、「Newton」、野島のアカペラで始まった「fragile」、「花心」としっとりとし
た歌声を響かせます。
ファイナルの夜公演では、ここで山崎カノンがスタッフに聞いたメンバーに「モノ申したいこと」を発表。しっかりしていると思われているリー
ダーの野島の意外に緩い姿が暴露されたり、最年少の栗本優音にはスタッフみんな甘いことが判明し、大爆笑が起きました。
モラレスきあらが「もっともっと盛り上がっていけますかー?」と煽り、「僕は君が好きだ」からはスタンディングに。客席からは大きなクラップ
が送られ、「BIBIBI」では“ギャーオ”という振りをみんなでそろえたり、「夏海月」では手をゆらゆらと振る“海月ダンス”で会場が一体と
なり、その勢いのまま「Eenie, meenie, miney」、「Holoholo」で本編を元気いっぱいに締めくくりました。
アンコールでは、「et-アンド-初めての失恋ソングで、私たちも作詞に参加しているので、最後までしっかり聴いてください」と、“春夏秋
冬 4 部作”の第 3 弾となる、発売したばかりの新曲「宵宵」を披露。切ないラブソングの後、野島は「私たちの夢は武道館に立つこと、
もっともっと大きなステージに立つことです。そんな私たちを皆さんが後押ししてくださって、皆さんがいるからこそ、夢をみることだってできま
す。いつかそんな大きな舞台でまた皆さんにお会いできることを楽しみに、心を込めて歌います」と決意表明し、「My Dream」を熱唱。
ラストはタオルを回しながら「Alright」で盛り上げ、千秋楽は閉幕しました。野島は、「またワンマンできるよう頑張りますので、絶対来
てください。またライブでお会いしましょう!」と手を振り、ステージを後にしました。
尚、et-アンド-は、今週末 11 月 5 日（土）「専修大学 鳳祭」に出演する他、各地で続々とイベントに出演予定です。観覧無
料のイベントもありますので、是非お立ち寄りください。
【et-アンド- リーダー 野島樺乃 コメント】
この「treat tour 2022」にこんなに来てくださって、今日この時間を私たちにくださって、ありがとうございます。これは誰にでもできること
じゃないなと思っていて、自分たちがここに立っている以上、ここにきてくださっている皆さん一人ひとりの気持ちを私たちも背負って、夢に
一歩ずつ進んでいきたいなって心から思っています。なので、いつかまた私たちがライブするときにまた来てくださると信じてますし、また来
たいなと思ってもらえるように一生懸命活動していきたいなって思います。そして、皆さんが辛いな、et-アンド-の歌聴いて励まされたい
なと思った時は、私たちの歌をサブスクでもなんでも選んでくれたら嬉しいです。でもやっぱりイヤホンで聴くよりライブが一番伝えられると
思います。さらに大きいステージに立てるように地道に頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。
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11 月 3 日（木祝） 東京公演
M-1 Matryoshka
M-2 #tokyo
M-3 Newton
M-4 fragile
M-5 花心
M-6 Blue bird
M-7 僕は君が好きだ
M-8 BIBIBI
M-9 夏海月
M-10 Eenie, meenie, miney
M-11 Holoholo
EN-1 宵宵
EN-2 My Dream
EN-3 Alright
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17:30 開場

Set List

＊カバー曲

＊未発売曲

＊未発売曲
＊未発売曲
＊未発売曲

＜リリース情報＞
★et-アンド- 6th Digtal Single 「宵宵」
2022 年 10 月 28 日（金） 配信リリース
春夏秋冬 4 部作連続リリース第 3 弾秋シングル
＊読売テレビ・日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」エンディングテーマ
▼楽曲配信ページ
https://etand.lnk.to/yoiyoi
▼宵宵 Music Video
https://youtu.be/uDgbotfWKWY

＜今後のイベント出演情報＞
◆「専修大学 鳳祭」
2022 年 11 月 5 日（土） OPEN 12:30 / START 13:00
出演時間:15:00-15:30
会場:専修大学 生田キャンパス第一体育館
住所: 神奈川県川崎市多摩区東三田２-1-1
＊観覧無料（※場合により入場制限あり）
https://www.ohtori-senshu.com/

◆「鈴鹿医療科学大学 第 32 回「碧鈴祭」
2022 年 11 月 13 日（日） OPEN 13:00 / START 14:00
会場:鈴鹿医療科学大学 千代崎キャンパス体育館
住所:三重県鈴鹿市岸岡町 1001-1
出演:まるり、et-アンド＊観覧無料（※当日 8:30 より整理券配布）
（問）鈴鹿医療科学大学 学生課 TEL:0593-40-0336
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◆「Posteros」
2022 年 11 月 20 日（日）OPEN 15:00 / START 15:30
会場:渋谷 CLUB asia
出演:et-アンド- / Pimm's / なんキニ! / 真洋(mahiro)
チケット料金:前売 ￥3.800
受付 URL: https://w.pia.jp/t/posateros/
（問）株式会社 KIOKJAPAN TEL:03-6886-4473（受付時間:12:00～18:00）

◆「Songs For Lovers」
2022 年 12 月 3 日（土） OPEN 13:30 / START 14:30 / CLOSE 17:30
2022 年 12 月 4 日（日） OPEN 13:30 / START 14:30 / CLOSE 17:30
※両日の出演
会場:新地町文化交流センター 観海ホール・観海堂広場
住所:福島県相馬郡新地町駅前 1 丁目 3
出演（出演順）:et-アンド- / erica / 大野 雄大(from Da-iCE) / ・・・and more
MC : DJ イタル
料金:前売 ￥5,000 / 当日 ￥5,500 ※未就学児は無料
受付 URL:https://twinklewedding.jp
（問）Twinkle Concert 実行委員会事務局 TEL:0244-32-0196
https://twinklewedding.jp

「et-アンド-」
▽Member
野島樺乃 | https://twitter.com/nojimakano_0906
山崎カノン | https://twitter.com/dd_kanon
モラレスきあら | https://twitter.com/kiara20011005
栗本優音 | https://twitter.com/kurimoto_yui
左から モラレスきあら/ 野島樺乃/ 山崎カノン/ 栗本優音

2021 年 7 月 21 日（水) に 1st デジタルシングル「#tokyo」でデビュー。
作曲家・菊池一仁氏 楽曲プロデュースのもと、現代に生きる若者の胸中をエモーショナルなサウンドに乗せて演出する、4 人組新世
代女性ボーカルグループ。メンバー全員が 2000 年代生まれの Z 世代。
2019 年「第 1 回 AKB48 グループ歌唱力 No.1 決定戦」でグランプリを獲得した元 SKE48 の野島樺乃を中心に、「キラチャレ
2019」歌部門グランプリの栗本優音、AbemaTV「今日、好きになりました。」香港編に出演のモラレスきあら、雑誌「RANZUKI」
専属モデルとして活躍した山崎カノンの 4 人が結集。
それぞれの道で実績を重ねてきた 4 人が歌手デビューという“夢” を実現し、更なる“夢” を叶えるため結成されたグループ。
▽YouTube 公式チャンネル「et-アンド- official」
https://www.youtube.com/channel/UCPXyzbsC4gOzsy5AuYdfUOw
▽et-アンド- Official
HP: https://avex.jp/and/
Twitter: https://twitter.com/and_421official
Instagram: https://www.instagram.com/and_421official/
TikTok:https://www.tiktok.com/@and_0421
本件に関するお問い合わせ
株式会社ゼスト
E-mail info@zest-corp.com

