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結成20周年イヤーのサンボマスターが 

9月限定パーソナリティ！ 

『Monthly Artist File-THE VOICE-』 
2020 年 9 月 5 日・12 日・19 日（土）17:00～17:55 

TOKYO FMをはじめとする JFN系列全国37局ネット 
 

 
 

 
 

TOKYO FM で放送中の、月替りでアーティストがパーソナリティをつとめるレギュラー番組『Monthly 

Artist File-THE VOICE-』（毎週土曜 17:00-17:55 TOKYO FM をはじめとする JFN 系列全国 37 局ネット）

では、2020 年 9 月のパーソナリティにサンボマスターを迎えてお届けします。結成 20 周年イヤーのサンボ

マスターが、これまでの音楽活動を振り返り、9月9日（水）にリリースする新 E.P.『はじまっていく たかまっ

ていく E.P.』の制作秘話も披露します。放送は 9 月 5 日・12 日・19 日（土）の全 3 回です。どうぞご期待く

ださい。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サンボマスターは、今年結成 20 周年イヤーを迎えていて、9 月 9 日（水）には『はじまっていく たかまっていく 

E.P.』をリリースします。話題ドラマや人気アニメシリーズの主題歌を収録した今作に込めた思いや制作秘話、さ

らにこれまでの 20 年の活動を振り返るトークも聴けるかもしれません。  

また、サンボマスターは、今年「サンボマスター感謝祭」と銘打った全国ツアーで、全国のファンへ結成 20 周

年の感謝を伝えるライブを行う予定でしたが、このコロナ禍によるツアーは全行程中止となりました。しかしなが

ら、「それでも前を向いて来年 2021 年を良い年にしたい！」という思いのもと、2021 年 1 月に「サンボマスター真

感謝祭」第 1 弾をバンド初となる横浜アリーナで行うことを発表しました。このライブへの思い、そして今年会え

なかったファンへの思いを、番組ではどう伝えるのか。放送は 9 月 5 日・12 日・19 日（土）の全 3 回。どうぞお楽

しみに。 

 

 

 

【番組概要】 

◇タイトル： 『Monthly Artist File-THE VOICE-』 

◇放送時間： 毎週土曜日 17:00-17:55 （FM 愛媛 18:00～18：55、エフエム青森 19:00～19:55） 

◇放送局 ： TOKYO FM をはじめとする JFN 全国 37 局ネット 

◇2020 年 9 月度パーソナリティ: サンボマスター  

◇番組ホームページ： https://www.tfm.co.jp/maf/ 
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【楽曲情報】 

サンボマスター『はじまっていく たかまっていく E.P.』 

◆完全盤（CD＋DVD） 価格：￥1,980＋税 品番：VIZL-1769 

◆通常盤（CD のみ） 価格：￥1,200＋税  品番：VICL-37547 

・BORUTO 描き下ろしステッカー(ジャケットサイズ)封入 

・CD/DVD の収録内容をスマホでも楽しめるプレイパス対応。 

 

＜収録内容＞ 

●CD（完全盤・通常盤共通） 

1. 忘れないで 忘れないで  *テレビ東京系 ドラマ 24「浦安鉄筋家族」オープニングテーマ 

2. はじまっていく たかまっていく  *テレビ東京系 アニメ「BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS」

オープニングテーマ 

【日本列島ルーツの秘蔵音源】 

3. I’m in love 光る海 (2013 年 10 月 26 日 終わらないミラクルの予感ツアー2013 at HEAVEN’S ROCK 宇都

宮 VJ-2)  

4. 輝きだして走ってく  (2019 年 3 月 16 日 ビクターロック祭り 2019 at 幕張メッセ) 

5. 君を守って 君を愛して (2019 年 12 月 7 日 デカスロン ～強敵と書いて友と呼ぶ～ at 郡山 HIPSHOT 

JAPAN) 

 

●DVD（完全盤のみ）：「ライブミュージック イズ ノットデッド」 

1. 世界をかえさせておくれよ (ビクターロック祭り 2018 at 幕張メッセ) 

2. ミラクルをキミとおこしたいんです (ビクターロック祭り 2018 at 幕張メッセ) 

3. できっこないを やらなくちゃ (ビクターロック祭り 2019 at 幕張メッセ) 

4. 輝きだして走ってく (ビクターロック祭り 2019 at 幕張メッセ) 

5. 君を守って 君を愛して(Ressaca Friends2015 in São Paulo, Brazil) 

6. 青春狂騒曲 (Ressaca Friends2015 in São Paulo, Brazil) 

 

★副音声特典：三人の楽屋ばなし 

初のリモート録音を敢行！いつもとは違う環境で繰り広げられる三人の秘蔵トークを収録！ 

 

【ライブ情報】 

タイトル：ラブ フロム サンボマスター at 横浜アリーナ  

日時：2021 年 1 月 9 日(土) 開場 15:00 / 開演 17:00 

会場：神奈川県・横浜アリーナ 

お問い合わせ：HOT STUFF 03-5720-9999 

 

【TICKET】 

チケット料金：全席指定：￥6,966 

              全席指定/T シャツ付き：￥10,000 【イープラスのみで販売】 

              全席指定/WEB 配信アーカイブ視聴券付：￥10,000 【SMA アーティスト先行のみで販売/配信

アーカイブは 1/11(日)23:00 まで視聴可能予定】 

 

※配信に関する詳細は、随時発表していきます。 

T シャツ付きチケットと同デザインの T シャツ付き WEB 視聴券も販売予定！ 

 

 

＜SMA アーティスト先行＞ 

受付期間：2020 年 8 月 19 日(水)20:00～2020 年 8 月 23 日(日)23:00 

受付 URL：【サンボマスター真感謝祭】特設サイト 

https://www.sambomaster.com/special/20th/ 


