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LIVE　SCHEDULE　　　ー　1985年（昭和60年）～1989年（昭和64年）　－

１９８５年（昭和60年）



4月



5月



6月

７月 ３（水） pm7:00～ 大塚まさじ（東京）　　アコーステック・ライブ

９（火） ミストラル/レジーナ ￥600（Ð）

１４（日） LOUDDESS/バンビ ￥600（Ð）

２５（木） K.T　　　-ワンマン- ￥600（Ð）

２８（日） ジャスティス/インスタント/アージェント ￥600（Ð）

３０（火） pm8:00～ 有岡修治　　アコーステック・ライブ オーダー

8月 １（木） pm7:30～ JACK　IN　THE　BOX（札幌）　　アコースティック・ライブ

２（金） pm4:00～ “THE　MODS”　VIDEO　CONCERT 無料



７（水） THE　STAR　CLUB（名古屋）

１０（土） ゼビウス/ファントム/JANY ￥600（Ð）

１５（木） Rock'n　サミット　　＠東急デパート屋上

１６（金） GUZZLE/MOSCOW ￥600（Ð）

１８（日） pm0:00～ “LIVE　Eｇｇ　‘85” ¥500

２８（水） pm7:00～ あざみ嬢　　アコーステック・ライブ ￥600（Ð）

9月 ７（土） pm10:00～ ☆　EROSの会（夕焼けまつり主催飲み会）　☆

１４（土） pm7:30～ ANTHEM（東京）

１９（木） pm8:00～ 有岡修治　　　アコーステック・ライブ オーダー

２１（土） pm9:00～ “夕焼けサミット　vol.1” ￥1,200（D）

２２（日） pm6:30～ WHITE　FLAG　　　　-ワンマン- ￥600（Ð）

２３（月・祝） pm7:30～ 松竹谷清とトマトス（東京） ¥3,000

２７（金） 国安修二（東京）　　　アコーステック・ライブ ¥1,000

２８（土） pm2:00～ EPIC　SONY　　VIDEO　CONCERT 無料

10月 １０（木・祝） pm1:00～ CBS　　VIDEO　CONCERT 無料

１７（木） pm8:00～ 有岡修治　　　アコーステック・ライブ オーダー

２４（木） PM9:00～ ☆　PIKKO誕生パーティー　☆ 招待

11月 ２（土） pm7:00～ 浅井修（札幌）/山内正人　　　アコーステック・ライブ

３（日） スター・ライト・シップ　　　-ワンマン- ￥600（Ð）

６（水） かくばり・かおり　　　FOLK　LIVE

１２（火） pm4:00～ キャニオン　　VIDEO　CONCERT 無料

１６（土） pm2:00～ BEE　　VIDEO　CONCERT 無料

pm8:00～ “夕焼けサミット　vol.2” ￥1,200（D）

17（日） 小西正人プロジェクト 無料

２１（木） pm8:00～ 有岡修治　　　　アコーステック・ライブ オーダー

２３（土・祝） PHANTOM/SAILOR/ジュリア ￥600（Ð）



２７（水） pm7:30～ マスターズ・ライブ！ ￥600（Ð）

２８（木） pm4:30～ “尾崎豊”　LIVE　VIDEO　CONCERT 無料

12月 ７（土） “JHON　LENNON　追悼コンサート”

８（日） 友部正人（東京）　　　アコーステック・ライブ

１４（土） pm2:00～ 北海学園大軽音楽部コンサート

１５（日） pm2:00～ BEE　　VIDEO　CONCERT 無料

１８（水） pm8:00～ 有岡修治　　　アコーステック・ライブ オーダー

２１（土） pm7:30～ DATURA＆ちかりん　　　アコーステック・ライブ ￥600（Ð）

２２（日） POPCON録音会

pm7:00～ TYRANT（斜里）

２３（月） pm7:30～ K.T　　　-　X'mas　NIGHT　CONCERT　- ￥600（Ð）

２６（木） pm6:00～ GAILER/RAVIA/DEATH　BESPISE ￥600（Ð）

２９（日） “年忘れメタル合戦”

３１（火） “HAPPY　NEW　YEAR　LIVE　1985～1986”

1月 ５（日） ELIZA（札幌）/サビア

１２（日） ブレイン・サージェリィー（旭川）/ブレイス・ジョーカー（旭川）/TYRANT（斜里）

１５（水・祝） pm2:00～ “集団自殺GIG” ￥600（D）

２５（土） “夕焼けサミット　vol.3” ￥1,200（D）

2月 １（土） pm8:00～ マスターズ・ライブ！ ￥600(D）

１６（日） pm3:00～ “LIVE　Ｅｇｇ　'86　part１” ¥500

２０（木） pm7:30～ 塚田洋人　　　アコーステック・ライブ

２３（日） pm3:00～ “LIVE　Ｅｇｇ　'86　part2” ¥500

3月 １（土） pm2:00～ CBSソニー　　VIDEO　CONCERT 無料

学園大“N.M.C”　　CONCERT

１９８６年（昭和61年）



２（日） pm3:00～ GAL'S　LIVE　（アンジェラ/オベッカ）

４（火） K.T　　　-ワンマン‐

７（金） pm7:00～ あざみ嬢　　　アコーステック・ライブ

８（土） pm2:00～ BEE　　VIDEO　CONCERT 無料

pm6:00～ ラベージ　　　-ワンマン- ￥600（Ð）

１０（月） pm6:00～ レジーナ/ミストラル/ノア ￥600（Ð）

１５（土） pm2:00～ キャニオン　春のVIDEO　CONCERT 無料

pm6:00～ TYRANT（斜里）

２０（木） pm7:30～ イリュージョン　　　-ワンマン‐ ￥600（Ð）

２１（金・祝） スケアクロウ/フェーズ ￥600（Ð）

２２（土） “夕焼けサミット　vol.4” ￥1,200（D）

２４（月） pm7:00～ “雑音パフォーマンス”

２７（木） 影山ヒロノブ（東京）

３０（日） pm2:00～ VICTOR　　VIDEO　CONCERT 無料

4月 ５（土） pm2:00～ EPIC　SONY　　VIDEO　CONCERT 無料

１２（土） pm2:00～ SONY　　VIDEO　CONCERT 無料

１７（木） pm7:00～ GUZZLE/DAZZ ￥600（Ð）

１９（土） pm2:00～ BEE　　VIDEO　CONCERT 無料

pm6:00～ FANTOM/SAILOR ￥600(D）

２０（日） pm3:00～ スケアクロウ/ウィザード ￥600(D）

２５（金） pm7:30～ マスター＆スミス　　　アコーステック・ライブ オーダー

２８（月） pm6:30～ THE　BUDOKAN（東京）

２９（火・祝） ベンツ/フェーズ ￥600(D）

5月 ３（土） pm3:00～ “METAL合戦　part1” ¥500

4（日） pm3:00～ “METAL合戦　part2” ¥500

５（月） pm7:30～ BOKASHI/Fixx ￥600(D）



１０（土） pm2:00～ VICTOR　　VIDEO　CONCERT 無料

１７（土） pm7:30～ 椿原俊二　　　アコースティック・ライブ オーダー

２０（火） pm7:30～ 三栖尚之　　　アコースティック・ライブ オーダー

２４（土） pm2:00～ CBS　SONY　　VIDEO　CONCERT 無料

pm9:00～ “夕焼けサミット　vol.5” ￥1,200（D）

３１（土） pm2:00～ SONY　MUSIC　FLASH　　VIDEO　CONCERT 無料

6月 １（日） pm6:00～ C.Tスキャン/Doll　House ￥600(D）

２（月） pm7:30～ “匠の会”　顔見世LIVE

３（火） pm7:30～ INCERT/ZION ￥600(D）

６（金） ☆　開店6周年飲み放題セッション　☆

７（土） pm6:30～ ELIZA（札幌）/スケアクロウ ￥800(D）

１４（土） pm7:30～ 大塚まさじ（東京）　　　アコースティック・ライブ ￥1500+オーダー

１６（月） THE　BUDOKAN（東京）

２１（土） pm2:00～ VICTOR　　VIDEO　CONCERT 無料

２５（水） pm7:30～ TILT（名古屋）/シュリンクス ￥1,000（D）

２８（土） pm2:00～ BEE　　VIDEO　CONCERT 無料

7月 ３（木） pm7:30～ サブラベルズ（東京）/ハーケンクロイツ ￥1,500（D）

５（土） pm2:00～ SONY　　ＶＩＤＥＯ　CONCERT 無料

１２（土） pm2:00～ COLUMBIA　　VIDEO　CONCERT 無料

１５（火） pm7:00～ ネイバーズ/ ￥600（D）

２６（土） pm2:00～ VICTOR　　VIDEO　CONCERT 無料

pm9:00～ “夕焼けサミット　vol.6” ￥1,200（D）

３１（木） pm3:00～ “METAL合戦　part1” ¥500

8月 ７（木） KANGAROO（東京） ￥1,200（D）

９（土） pm6:00～ “宮原学”　　VIDEO　JOCKEY オーダー

１０（日） pm5:00～ “METAL合戦　part2” ¥500



１３（水） PHASE/APPENDIX ￥600（D）

１６（土） pm7:30～ 高橋忠史（東京）　　　アコースティック・ライブ ￥1,500（D）

１７（日） pm7:30～ KLAP（札幌）/新潮楽団 ￥800(D）

２７（水） pm7:30～ 梵's/SELECTION ￥600（D）

３０（土） pm2:00～ VICTOR　　VIDEO　CONCERT 無料

pm9:00～ “夕焼けサミット　vol.7” ￥1,200（D）

9月 ６（土） pm2:00～ BEE　　VIDEO　CONCERT 無料

１３（土） pm2:00～ DAY'S　　VIDEO　CONCERT 無料

１４（日） “LIVE　Egg　'86　part1” ¥500

１５（月・祝） “LIVE　Egg　'86　part2” ¥500

２０（土） “匠の会”　　　アコースティック・ライブ

２１（日） pm7:00～ VIDEO　&　LIVE　-Hear'n　Aid北見版-　（TYRANT/スケアクロウ）

２７（土） pm2:00～ CANYON　　VIDEO　CONCERT 無料

pm9:00～ “夕焼けサミット　vol.8” ￥1,200（D）

10月 ３（金） pm6:00～ FAST　DRAW（札幌） \800（D）

４（土） pm2:00～ CBS　DAYS　　VIDEO　CONCERT 無料

７（火） pm7:00～ TILT（名古屋）/TYRANT（斜里） \1,000（D）

１７（金） pm6:00～ サブラベルズ（東京）/ELIZA（札幌） \1,500（D）

１８（土） pm2:00～ コロンビア　　VIDEO　CONCERT 無料

２１（火） “THE　VOICE　OF　BLUES”

２５（土） pm2:00～ “レベッカ”　　VIDEO　CONCERT 無料

pm9:00～ “夕焼けサミット　vol.9” ￥1,200（D）

11月 １（土） pm2:00～ キャピタゴン　　VIDEO　CONCERT 無料

２（日） pm6:30～ ELIZA（札幌）　　-ワンマン‐ \1,000（D）

３（月・祝） pm8:00～ 三栖尚之　　　アコースティック・ライブ オーダー

１５（土） pm2:00～ BEE　　VIDEO　CONCERT 無料



２１（金） pm8:00～ 佐々木　博　　　アコースティック・ライブ オーダー

22（土） pm2:00～ A.V.C　　VIDEO　CONCERT 無料

pm6:00～ スターブレイカー（旭川）/インタークロス \800（D）

２３（日） pm7:30～ HOT　PIE \600（D）

２４（月） pm7:30～ 椿原俊二　　　アコースティック・ライブ オーダー

２９（土） pm9:00～ “夕焼けサミット　vol.10” ￥1,200（D）

12月 ６（土） pm2:00～ BEE　　VIDEO　CONCERT 無料

“JOHN　LENNON　追悼コンサート” オーダー

７（日） 北海学園大軽音楽部定期演奏会

１３（土） pm2:00～ DAYS　　VIDEO　CONCERT 無料

増山　&　マスター　　　　アコースティック・ライブ オーダー

１４（日） “METAL合戦　part１” ¥500

２０（土） pm2:00～ A.V.C　　VIDEO　CONCERT 無料

２１（日） “METAL合戦　part2” ¥500

２２（月） 学園大“N.M.C”　　X'mas　concert

２３（火） pm7:30～ ZOOM　　　-ワンマン- \600（D）

２５（木） ☆　夕焼けX'mas　PARTY　☆

２８（日） KLAP（札幌）/インタークロス

３１（水） “ALL　NIGHT　PARTY　1986～1987”

1月 １７（土） pm7:30～ DIALL（札幌）/スケアクロウ ￥800(D）

３０（金） pm8:00～ 椿原俊二　&　梶川まゆみ　　　アコースティック・ライブ オーダー

３１（土） pm2:00～ キャピタゴン　　VIDEO　CONCERT 無料

pm9:00～ “夕焼けサミット　vol.11” ￥1,200（D）

2月 ８（日） pm6:30～ The　Neighbors/R \600（D）

１９８７年（昭和62年）



１４（土） pm4:00～ “聖バレンタインデーの惨劇” \400＋チョコ持参

１５（日） pm3:00～ “LIVE　Egg　'87” ¥500

２０（金） pm7:30～ 三栖尚之　&　椿原俊二　　　アコースティック・ライブ オーダー

２１（土） pm2:00～ DAYS　　VIDEO　CONCERT 無料

２３（月） pm6:30～ リゾート109/開戦前夜 \600（D）

２８（土） pm6:00～ DIALL（札幌）/スターブレイカー（旭川）/トラッシュクィーン \700（D）

pm9:00～ “夕焼けサミット　vol.12” ￥1,200（D）

3月 １（日） pm2:00～ キャピタゴン　　VIDEO　CONCERT 無料

２（月） pm7:00～ THE　ヨーカーズ/ポコペン ￥600（D）

３（火） pm7:00～ N.M.C追い出しコンサート（貸し切り）

７（土） pm2:00～ BEE　　VIDEO　CONCERT 無料

pm6:30～ あざみ嬢　　　アコースティック・ライブ オーダー

８（日） pm7:00～ TYRANT（斜里）/ランダムアクセス ￥1,000（D）

９（月） pm7:30～ レイドルⅡ（ヒロ＆スミス）　　　アコースティック・ライブ オーダー

１０（火） pm7:00～ THE　GITANES/CATHORIC ￥600（D）

１２（木） pm7:00～ 影山ヒロノブ（東京）　　BLIND　ACT

１４（土） pm2:00～ “ラフィンノーズ”　　VIDEO　CONCERT 無料

pm6:00～ KLAP（札幌）/無死牙 ￥800(D）

１７（火） pm7:00～ JUSTICE/S.Sproject/PASSION ￥600（D）

１９（木） ELIZA（札幌）　　　-ワンマン‐ ￥1,000（D）

２１（土・祝） pm6:00～ スターブレイカー（旭川）/インタークロス

２８（土） pm2:00～ キャピタゴン　　VIDEO　CONCERT 無料

pm9:00～ “夕焼けサミット　vol.13” ￥1,200（D）

4月 ４（土） pm2:00～ BEE　　VIDEO　CONCERT 無料

１１（土） pm2:00～ DAYS　　VIDEO　CONCERT 無料

１８（土） pm1:00～ “サブラベルズ”　　VIDEO　CONCERT 無料



pm8:00～ 三栖尚之　&　椿原俊二　　　　アコースティック・ライブ オーダー

１９（日） pm7:00～ ハーケンクロイツ/ディサイデント \600（D）

２５（土） pm2:00～ コロンビア　　VIDEO　CONCERT 無料

“夕焼けサミット　vol.14” ￥1,200（D）

5月 ２（土） pm6:30～ サブラベルズ（東京） ￥1,800（D）

５（火・祝） pm3:00～ “METAL　サバイバー　part1” ￥600(D）

９（土） キャピタゴン　　VIDEO　CONCERT 無料

１０（日） pm3:00～ “METAL　サバイバー　part2” ￥600（D）

１６（土） pm2:00～ BEE　　VIDEO　CONCERT 無料

１７（日） EVE/DELTA　DART ￥600（D）

２６（火） スミス　&　安井　　　アコースティック・ライブ オーダー

３０（土） ㏘2:00～ DAYS　　VIDEO　CONCERT 無料

pm9:00～ “夕焼けサミット　vol.15” ￥1,200（D）

３１（日） ラフレシア（札幌）

6月 １（月） pm6:30～ 7周年企画　“PUNK　NIGHT” ￥600（D）

２（火） pm6:30～ “ACOUSTIC　NIGHT” ￥600（D）

３（水） pm6:30～ “JAZZ　NIGHT” ￥600（D）

４（木） pm6:30～ “Rock'n　Roll　NIGHT” ￥600（D）

５（金） pm6:30～ “METAL　NIGHT”　TILT（名古屋）　v.s　FASTDRAW（札幌） ￥1,500（D）

１４（日） pm3:00～ “METAL　サバイバー　part3” ￥600（D）

２０（土） pm2:00～ キャピタゴン　　VIDEO　CONCERT 無料

２３（火） pm7:00～ JEWEL（東京）/BAD　LAW

２７（土） pm2:00～ BEE　　VIDEO　CONCERT 無料

pm9:00～ “夕焼けサミット　vol.16” ￥1,200（D）

２８（日） KLAP（札幌）/無死牙 ￥800（D）

7月 ７（火） pm7:30～ “七夕まつりランデブー”　（マロンパス/REFLEX） オーダー



１１（土） pm2:00～ DAYS　　VIDEO　CONCERT 無料

pm9:00～ “夕焼けサミット　vol.17” ￥1,200（D）

１４（火） 高橋忠史（東京）　　アコースティック・ライブ　（菊池健司/REFLEX） ￥1,000+オーダー

１６（木） pm7:30～ 三栖/スミス/直美/渡部　　　アコースティック・ライブ オーダー

１８（土） pm2:00～ コロンビア　　VIDEO　CONCERT 無料

２５（土） pm2:00～ ＶＩＣＴＯＲ　　VIDEO　CONCERT 無料

pm9:00～ “夕焼けサミット　vol.18” ￥1,200（D）

8月 ４（火） pm9:00～ ジェラルド ￥600（D）

８（土） pm8:00～ “8.8　ROCK　DAY” オーダー

９（日） pm2:00～ シェッタガーリア（札幌）/HELL　CAT ￥600（D）

１２（水） pm6:30～ ラフレシア（札幌） ￥800（D）

１３（木） pm6:00～ ミスティック/シングル ￥600（D）

１４（金） pm9:00～ 菊池健司　　　アコースティック・ライブ ￥600（D）

１５（土） pm6:00～ C.S.P/一日 ￥600（D）

１６（日） pm6:30～ REFLEX　　　-ワンマン‐ ￥600（D）

１７（月） pm6:00～ クラック/ARK ￥600（D）

１８（火） pm7:00～ ミストラル　　　-ワンマン‐ ￥600（D）

２０（木） S.Dアマチュアン・パラダイス ¥500

２２（土） pm2:00～ VICTOR　　VIDEO　CONCERT 無料

２３（日） pm4:00～ ウォーキング・アバーション ￥600（D）

２９（土） pm7:30～ 四面楚歌/サテンドール ￥600（D）

３０（日） pm4:00～ スクランブル/DEEL ￥600（D）

9月 ５（土） pm2:00～ BEE　　VIDEO　CONCERT 無料

１２（土） pm2:00～ DAYS　　VIDEO　CONCERT 無料

１９（土） pm8:00～ 三栖尚之　　　　アコースティック・ライブ オーダー

２０（日） pm3:00～ “METAL　サバイバー　part4” ￥600（D）



２５（金） pm6:30～ 無死牙/X-ZONE ￥600（D）

２６（土） pm9:00～ “夕焼けサミット　vol.19” ￥1,200（D）

10月 ３（土） pm2:00～ DAYS　　VIDEO　CONCERT 無料

９（金） pm7:00～ S.Dアマチュアン・パラダイス ¥500

１７（土） pm2:00～ コロンビア　　VIDEO　CONCERT 無料

２０（火） pm6:30～ FASTDRAW（札幌）/ラフレシア（札幌） ￥1,000（D）

２４（土） ☆　PIKKO誕生パーティー　☆ 招待

２７（火） pm7:00～ CLOWLEY（名古屋）/ライドロッド ￥1,000（D）

３１（土） pm2:00～ DAYS　　VIDEO　CONNCERT 無料

pm9:00～ “夕焼けサミット　vol.20” ￥1,200（D）

11月 １（日） pm3:00～ ラフレシア（札幌）/シェッタガーリア（札幌） ￥700（D）

３（火・祝） pm3:00～ PISS/HARLEQUEEN ￥600（D）

６（金） pm7:30～ 椿原直美　＆　渡部A治　　　アコースティック・ライブ オーダー

１４（土） pm2:00～ コロンビア　　VIDEO　CONCERT 無料

pm7:00～ “夕焼けサミットスペシャル” ¥500

２１（土） pm7:00～ r（札幌）/シェッタガーリア（札幌） ￥800（D）

２２（日） pm2:30～ QUEEN/DECIDED/ATRACTION ￥600（D）

pm9:00～ “夕焼けサミット　vol.21” ￥1,200（D）

２７（金） pm6:30～ “学園　v.s　工大” ¥300

２８（土） pm2:00～ BEE　　VIDEO　CONCERT 無料

pm7:30～ みのや雅彦（札幌）　　　アコースティック・ライブ ￥1,500+オーダー

２９（日） pm5:00～ “Rock'n　Roll　v.s　PUNK” ￥600（D）

12月 ６（日） pm6:00～ 北見工大軽音楽部定期演奏会 ¥300

１３（日） pm3:00～ S.Dアマチュアン・パラダイス ¥500

１７（木） pm8:00～ 椿原俊二＆マスター　　　アコースティック・ライブ オーダー

１９（土） pm2:00～ DAYS　　VIDEO　CONNCERT 無料



pm9:00～ “HEAVY　GAUGE”　X'masパーティー ￥2,000（D）

２０（日） pm5:00～ “Rock'n　Roll　NIGHT” ￥600（D）

２５（金） ☆　夕焼け　X'mas　PARTY　☆ ￥1,500（D）

２６（土） pm9:00～ “年忘れ夕焼けサミット vol.22” ￥1,200（D）

２７（日） pm3:00～ “年忘れMETAL合戦” ￥600（D）

３１（木） “ALL　NIGHT　PARTY　1987～1988”

1月 ３（日） pm5：30～ DEE　FLET（札幌）/シエッタガーリヤ（札幌） ￥600（D）

６（水） pm6：00～ ラフレシア（札幌）/CAPTURED（札幌） ￥800（D）

８（金） pm6：30～ ELIZA（札幌） ￥1,000（D）

１６（土） pm8：00～ REFLEX　 ￥600（D）

２３（土） pm7：00～ KLAP（札幌） ￥800（D）

２４（日） pm6：00～ r（札幌） ￥800（D）

２６（火） pm9：00～ THE　CRAIM ￥600（D）

３１（日） pm3：00～ GASH ￥600（D）

2月 ７（日） pm3：00～ S.Dアマチュアン・パラダイス ¥500

１４（日） pm3：00～ “聖バレンタイン・デーの惨劇” ￥400+チョコ持参

１５（月） pm7：00～ スミス追い出しコンサート オーダー

１７（水） pm8：00～ 三栖尚之/安井毅彦　　　アコースティック・ライブ オーダー

１９（金） pm7：30～ 松山隆宏（東京）　　　アコースティック・ライブ オーダー

２０（土） pm7：00～ “夕焼けサミット・スペシャル” ¥500

２７（土） pm9：00～ “夕焼けサミット　vol.23” ￥1,200（D）

２８（日） pm3：00～ FUCKING　ABOUTION/GASH/KLAK ￥600（D）

3月 １（火） pm6：30～ FASTDRAW（札幌）/HIP（旭川） ￥1,000（D）

５（土） pm2：00～ コロンビア　　VIDEO　CONCERT 無料

１９８８年（昭和63年）



９（水） pm6：30～ CAPTURED（札幌）/シエッタガーリヤ（札幌） ￥700（D）

１１（金） pm7：00～ NOISE　REDUCTION/SINGLE ￥600（D）

１２（土） pm3：00～ やっちのバンド ￥600（D）

１３（日） pm7：00～ “READY　STEADY　GO！　Vol.1”　（JOKERS/STEP　ONE） ￥600（D）

２０（日） pm7：00～ TELIOUS　　　-ワンマン- ￥600（D）

２１（月） pm2：00～ QUEEN/ATRACTION ￥600（D）

２６（土） pm1：00～ SPIRIT/EXPRESS ￥600（D）

pm9：00～ “夕焼けサミット　vol.24” ￥1,200（D）

３０（水） pm7：30～ 梶川まゆみ/椿原直美　　　アコースティック・ライブ オーダー

4月 ３（日） pm5：00～ DEEL/ばくそう ￥600（D）

９（土） pm2：00～ コロンビア　　VIDEO　CONCERT 無料

pm6：30～ ELIZA（札幌）

１６（土） pm8：00～ “HEAVY　GAUGE”　1周年パーティー

１７（日） pm6：30～ ＤＡＮＣＥＲ（東京）/QUEEN

３０（土） pm9：00～ “夕焼けサミット　vol.25” ￥1,200（D）

5月 １（日） pm6：00～ SABER　TIGER（札幌）/エクスキャリバー（札幌） ￥1,000（D）

３（火・祝） pm6：00～ CROWLEY（名古屋）/FASTDRAW（札幌） ￥1,200（D）

４（水・祝） pm3：00～ REASOUND/DEFIANCE/NASTY　DANCER ￥600（D）

２０（金） pm6:30～ ROLLIE（東京）/BADLAW ￥1,200（D）

２１（土） pm6:30～ ELIZA（札幌） ￥1,200（D）

２８（土） pm5:30～ BADLAW/C.Bロジャース ￥600（D）

pm9:00～ “夕焼けサミット　vol.26” ￥1,200（D）

２９（日） pm3:00～ PISS/GIGOLO ￥600（D）

３０（月） PUFF　FAMILY（札幌）　　　アコースティック・ライブ

３１（火） 8周年企画　“Rock'n　Roll　NIGHT　vol.1”

6月 １（水） “PUNK　NIGHT”



２（木） “JAZZ　NIGHT”

３（金） “POP'N　NIGHT”

４（土） “Rock'n　Roll　NIGHT　vol.2”

５（日） “METAL　NIGHT”

１７（金） 大塚まさじ（東京）　　　アコースティック・ライブ ￥1,500+オーダー

１８（土） コロンビア　　VIDEO　CONCERT 無料

２５（土） pm9:00～ “夕焼けサミット　vol.27” ￥1,200（D）

２６（日） pm7:00～ “READY　STEADY　GO！　Vol.2”　 ￥600（D）

（JOKERS/A.R.E/CHANNEL　OF　DRUG）

３０（木） pm8:00～ 三栖尚之/椿原俊二　　アコースティック・ライブ ￥600（D）

7月 ９（土） pm7:30～ “夕焼けサミット・スペシャル” ¥500

１２（火） pm7:30～ HARD　TO　FIND（札幌）　　　アコースティック・ライブ オーダーのみ

１６（土） pm7:30～ 松山隆宏（東京）/ちかりん　　　アコースティック・ライブ ￥600（D）

１７（日） pm3:00～ “LIVE　Egg　7.17” ¥600

２６（火） pm6:30～ X（東京） ￥1,200（D）

２８（木） pm6:30～ SABERTIGER（札幌） ￥800（D）

３０（土） pm9:00～ “夕焼けサミット　vol.28” ￥1,200（D）

8月 ２（火） pm6:00～ LEGEND/TWIN　TEERE ￥1,000（D）

４（木） pm6:30～ TILT（名古屋）/ELIZA（札幌） ￥1,500（D）

６（土） pm2:30～ EXPERIENCE/SECTION ￥600（D）

１２（金） pm3:00～ DEFY/MISLIPS ￥600（D）

１４（日） pm3:00～ QUEEN/ATRACTION ￥600（D）

15（月） pm6:00～ KLAP（札幌）/BADLAW ￥800（D）

２５（木） pm8:00～ “ALL　THAT　FOLK”　　（田沢+増山+三栖+岡本） オーダーのみ

２７（土） pm9:00～ “夕焼けサミット　vol.29” ￥1,200（D）

２８（日） pm7:00～ “READY　STEADY　GO！　Vol.3” ￥600（D）

（JOKERS/自信過剰/CHANNEL　OF　DRUG）



9月 ３（土） “ミュージックメイト”同窓会

７（水） pm6:30～ ＤＡＮＣＥＲ（東京）/JEWEL（東京） ￥1,500（D）

１０（土） pm6:30～ KLAP（札幌）/BADLAW ￥800（D）

１２（月） pm7:00～ MODEL　GUN/DICK　TRAICY ￥600（D）

１８（日） pm3:00～ “LIVE　Egg　9.18” ¥600

２３（金・祝） pm3:00～ EXCEED/自信過剰 ￥600（D）

２４（土） pm9:00～ “夕焼けサミット　vol.30” ￥1,200（D）

２５（日） pm6:00～ QUEEN/BADLENGTH ￥600（D）

10月 １（土） pm5:00～ “Rock'n　Roll　CIRCUIT”　（ANGEL　v.s　ガチャピン） ￥600（D）

７（金） pm6:30～ 麝香猫（名古屋）/HIP（旭川） ￥1,000（D）

９（日） pm6:30～ 椿原俊二/佐々木博　　　アコースティック・ライブ ￥600（D）

１０（月・祝） pm7:00～ “ROCK　CHILDS　vol.1”（AGITATER/HAND　BACK） ￥600（D）

１２（水） pm7:00～ ROLLIE（東京） ￥1,500（D）

１５（土） pm6:30～ 女的（東京）/FASTDRAW（札幌） ￥1,200（D）

１６（日） pm7:00～ “READY　STEADY　GO！　Vol.4”　（JOKERS/ネイバース/GASH） ￥600（D）

２２（土） pm2:00～ コロンビア　　VIDEO　CONCERT 無料

２３（日） pm6:00～ ROCKS/ガチャピン ￥600（D）

２９（土） pm9:00～ “夕焼けサミット　vol.31” ￥1,200（D）

３０（日） pm6:00～ TRACY　ROSE/QUAKER　BOYS ￥600（D）

11月 ３（木・祝） pm3:00～ MIS　LIPS/EXCITE ￥600（D）

１２（土） pm6:30～ KLAP（札幌）/NASTY　DANCER ￥800（D）

１８（金） pm8:00～ 加川良（東京）　　　アコースティック・ライブ ￥2,000+オーダー

１９（土） pm9:00～ “夕焼けサミット　vol.32” ￥1,200（D）

２０（日） pm7:00～ “夕焼けサミット・スペシャル”　（CHERRY　BOYS/BLUE/JOKERS） ¥500

２３（水・祝） pm3:00～ PISS/HARLE　ＱUEEN ￥600（D）

２６（土） pm3:00～ QUEEN/BLADELENGTH ￥600（D）



２７（日） pm3:00～ NASTY　DANCER/SUISIDE　ROD ￥600（D）

pm7:30～ NIGHT　SCENE　　　-ワンマン- ¥500

12月 ２（金） pm7:00～ 安井毅彦と渡部A治のほのぼのコンサート ￥600（D）

３（土） pm6:00～ EXCEED/自信過剰/NASTY　DANCER ￥600（D）

４（日） pm2:00～ NOTICE/COWBOY/SALIENT ￥600（D）

７（水） pm7:30～ THE　CLAIM？　　　-ワンマン- ￥600（D）

８（木） pm8:00～ “JOHN　LENNON　追悼コンサート” オーダーのみ

１１（日） pm3:00～ “METAL合戦”　(EXCEED/QUEEN/BLADELENGTH/KAIZER） ¥600

１７（土） pm5:30～ BADLAW/RAINY　MONROE ￥600（D）

１８（日） pm7:00～ “READY　STEADY　GO！　Vol.5”　（JOKERS/piss/自信過剰） ￥600（D）

２１（水） pm8:00～ マスターズ・ライブ オーダーのみ

２３（金） pm7:30～ THE　BIGGS　　　　-デモ・テープ無料配布GIG- ￥700（D）

２４（土） pm5:00～ PISS/HARLEQUEEN ￥600（D）

２５（日） pm3:00～ ROGUERY/SEXUAL　NOISE/太陽バイパス ￥600（D）

２６（月） ANGEL/クリーム/蛾恥ャピン ￥600（D）

３１（土） “ALL　NIGHT　PARTY　1988～1989”

（SICK　ROSE/TWIN　TEERE/SORRY/・・・and　more）

1月 ５（木） ｐｍ5：00～ クラック/CASIO ￥600（D）

１４（土） pm3：00～ 自信過剰/EXCEED/阿武バンド ￥600（D）

１７（火） pm6：00～ NOTICE/COWBOY/SALIENT ￥600（D）

２１（土） pm9：00～ ☆　夕焼け新年会　☆

２８（土） pm9：00～ “夕焼けサミット　vol.33” ￥1,200（D）

２９（日） pm3：00～ SALIENT/NAUGHTY　BOYS/BEE　CICK ￥600（D）

３１（火） pm8：00～ 三栖尚之/岡本賢和　　　アコースティック・ライブ ￥600（D）

2月 ２（木） ☆　マスター・バースディ・パーティー　☆ 招待

１９８９年（昭和64年～平成1年）



5（日） pm2：00～ WHELLY２/BOREDOM ￥600（D）

１１（土・祝） pm3：00～ SALIENT/SATANICパンパース/TRAISY　ROSE ￥600（D）

１６（木） pm6：00～ Re-X/POSITION/Be-WITH ￥600（D）

19（日） pm3：00～ BEE　CHIC/CERBERUS/JOY　RIDE ￥600（D）

２３（木） pm8：00～ マスターズ・ライブ オーダーのみ

25（土） pm4：00～ DIRTY　BOYS/EXCEED ￥600（D）

pm9：00～ “夕焼けサミット　vol.34” ￥1,200（D）

26（日） pm3：00～ PISS/HARLE　QUEEN ￥600（D）

3月 7（火） pm5：00～ 蛾恥ゃPIN/TOW-Y ¥500

10（金） pm8：00～ 斉藤哲夫（東京）　　　　アコースティック・ライブ ￥2,000（D）

12（日） pm3：00～ SENCATION/HARLE　QUEEN/ZEAL ￥600（D）

16（木） pm6：00～ SEXUAL　NOISE/BEAT　THE　AIR ￥600（D）

17（金） pm3：00～ HEAVY　NOISE/BREAST　LICK/FREE　GODDESS ￥600（D）

18（土） pm6：30～ CAPTURED（札幌）/EXCEED ￥800（D）

21（火・祝） pm6：00～ THE　CLAIM？ ￥600（D）

22（水） pm8：00～ 松山隆宏（東京）/ちかりん ￥1,000（D）

23（木） pm6：00～ LIPS（札幌）/NOTICE ￥800（D）

26（日） pm5：00～ “GRADUATION　part２”（DISSIDENT/MACKY） ￥600（D）

29（水） pm3：00～ NASTY　DANCER/DIAMONDS ￥600（D）

4月 2（日） pm３:００～ “R—MOVEMENT　CLUB　part2” ￥600（D）

（Re-X/CHERRY　BOYS/TWIN　TEERE）

5（水） pm5：00～ UNION/ROSE ￥600（D）

8（土） pm2：00～ VAP　　VIDEO　CONCERT 無料

pm5：00～ 　PISS/HARLE　QUEEN　　　　ＬＡＳＴ　LIVE！ ￥600（D）

9（日） pm3：00～ EXCEED/XRETION ¥500

15（土） pm6：30～ OUTRAGE（東京） ￥1,500（D）



16（日） pm7：00～ “READY　STEADY　GO！vol.6　（JOKERS/NEIGHBOURS/ROSE） ￥600（D）

22（土） pm4：00～ “大動脈GIG！”　 （PISS/自信過剰/DISGIRLS） ￥600（D）

24（月） pm8：00～ 三栖尚之/椿原直美　　　アコースティック・ライブ ￥600（D）

26（水） pm6：30～ THE　STAR　CLUB（名古屋）/The　STRUMMERS（東京） ￥1,800（D）

29（土・祝） pm9：00～ “夕焼けサミット　vol.35” ￥1,200（D）

30（日） pm6：00～ “夕焼けサミット・スペシャル”　（Re-X/SICK　ROSE） ¥500

5月 13（土） pm8：00～ 椿原俊二/梶川まゆみ　　　アコースティック・ライブ ￥600（D）

14（日） pm3：00～ THE　PINPON　PUNX/MANHALL ￥600（D）

20（土） pm5：00～ PISS/QUEEN ￥600（D）

21（日） pm3：00～ EXCEED ￥600（D）

25（木） pm6：30～ Re-X ￥600（D）

27（土） pm6：00～ 舞（札幌）/EASTER（札幌）/DIRTY　BOYS ￥700（D）

28（日） pm3：00～ GLORY/RAINY/LAVIEEN　ROSE ￥600（D）

29（月） pm6：00～ 9周年記念企画　“POP'N　ROLL　NIGHT” ¥500

30（火） pm6：00～ “PUNK　NIGHT” ¥500

（自信過剰/BREAST　LICK/サタニックパンパース/EJECT）

31（水） pm6：00～ “ROCK'N　ROLL　NIGHT” ¥500

（NASTY　DANCER/SEXUAL　NOISE/SICK　ROSE/ROSE/TRACY　ROSE）

6月 1（木） pm6：00～ “METAL　NIGHT” ¥500

（EXCEED/TWIN　TEERE/KAISER）

2（金） pm6：00～ 大学対抗　“工大v.s学園” ¥500

学園　（Be—WITH/V-RATION）　工大　（SE-TU-NA/M-SIDE）

3（土） pm6：30～ ROLLIE（東京） ￥1,800（D）

4（日） pm3：00～ “GAL'S　ROCK　NIGHT”　（BEE　CHIC/GLORY/TWIN　TEEREE） ¥500

11（日） pm3：00～ BREAST　LICK/バイオレスバージン ￥600（D）

16（金） pm6：30～ SLANG（札幌）/SATANIC（札幌）/自信過剰 ￥600（D）

17（土） pm8：00～ “HEAVY　GAUGE”　定例コンサート ¥500

18（日） pm7：00～ “READY　STEADY　GO！　Vol.7” ￥600（D）

（JOKERS/GLORY/RADICAL　NIGHT）

7月 2（日） pm7：30～ 大塚まさじ（東京）　　　アコースティック・ライブ ￥2,000（D）

（TV-AGE/サイコパス/CHERRY　BOYS/STAR　LIGHT　SHIP）



5（水） pm2：00～ WHEELY２/PINPON　PUNX ￥600（D）

12（水） pm8：00～ マスターズ・ライブ オーダーのみ

23（日） pm6：00～ KLAP（札幌）/V-RATION ￥800（D）

24（月） pm6：00～ SLAVER/SMAIL/PINPON　PUNX ￥600（D）

25（火） pm4：00～ “緑陵後夜祭”　（DIRTY　ANGEL/NASTY/大ちゃん's） ¥500

26（水） pm7：30～ KYOZO＆BUN（東京）　　　アコースティック・ライブ ￥2,000（D）

27（木） pm5：00～ 蛾恥ゃPIN/GLORY ￥600（D）

8月 4（金） pm6：30～ TILT（名古屋）/NASTY　DANCER ￥1,500（D）

6（日） pm7：00～ JOKERS ￥600（D）

9（水） pm5：00～ Be-WITH/HEAVY　NOISE ￥600（D）

15（火） pm6：00～ GO　GO　TIMES（札幌）/IN-BUS/サイコパス ￥600（D）

16（水） pm5：00～ HEAVY　NOISE/タコ助野郎 ￥600（D）

17（木） pm4：30～ AVENIR（札幌） ￥600（D）

20（日） pm2：00～ BREAST　LICK/GLORY ￥600（D）

26（土） pm9：00～ “夕焼けサミット　vol.36” ￥1,200（D）

9月 2（土） pm2：00～ “KAN”　VIDEO　CONCERT 無料

3（日） pm4：00～ TOW-Y/BACK　TOOTH ¥500

9（土） pm6：00～ パラサイト/自信過剰/IN-BUS ￥600（D）

23（土） pm5：00～ SLANG（札幌）/SATANIC（札幌）/自信過剰 ￥600（D）

30（土） pm5：00～ HIROKIちゃんと愉快な仲間たちwithサッシ/DIFIANT ¥500

10月 1（日） pm5:30～ SEXUAL　NOISE ￥600（D）

7（土） pm5:00～ サイコパス/TRASH/REDICAL ￥600（D）

10（火・祝） pm7:00～ CHERRY　BOYS/SICK　ROSE ￥600（D）

21（土） pm6:00～ EASTERN　YOUTH（札幌）/怒髪天（札幌）/コアラの覚醒剤中毒（札幌） ￥6008D）

22（日） pm6:00～ 河童（札幌）/刹那/IN-BUS ￥600（D）

24（火） pm8:00～ ☆　PIKKO　BIRTHDAY　PARTY　☆ 招待



28（土） pm5:00～ JILL/CARISMA/THE　PINPON　PUNX ￥600（D）

pm9:00～ “夕焼けサミット　vol.37” ￥1,200（D）

29（日） pm3:00～ DARK　STREET/POISON　MOLE ￥600（D）

11月 2（木） pm8:00～ “夕焼けサミット　アコーステック版” ￥1,200（D）

3（金・祝） pm3:00～ HARLEQUEEN/自信過剰 ￥600（D）

5（日） pm3:00～ NOTICE/CRIME ￥600（D）

11（土） pm6:00～ KLAP（札幌）/HARLEQUEEN/TRASH ￥800（D）

12（日） pm6:30～ FASTDRAW（札幌） ￥1,200（D）

17（金） pm6:30～ ROLLE（東京） ￥1,500（D）

18（土） pm5:30～ “工大　v.s　学園” ¥600

19（日） pm3:00～ DARK　STREET/POISON　MOLE/ROUGE ￥600（D）

22（水） pm8:00～ マスターズ・ライブ オーダーのみ

23（木・祝） pm3:00～ IRA２　TOP　3/JOY　RIDE ￥600（D）

25（土） pm5:00～ DOWN-UP/BACK　TOOTH/サイコパス ￥600（D）

12月 2（土） pm9:00～ “年忘れ夕焼けサミット　vol.38” ￥1,200（D）

3（日） pm3:00～ はまなす/平成元's ￥600（D）

8（金） pm8:00～ “JHON　LENNON　追悼コンサート” オーダーのみ

9（土） pm5:30～ 学園大軽音楽部定期演奏会 ¥600

10（日） pm3:00～ TAKE　ONE/Gパン　ダーリン/STICKY　FINGER ￥600（D）

16（土） pm4:00～ DIRTY　BOYS ¥500

17（日） pm6:00～ “READY　STEADY　GO！vol.8　（JOKERS/IN-BUS/サイコパス） ￥600（D）

23（土） pm4:00～ JACKANAPES ￥600（D）

24（日） pm4:00～ “CHERRY　BOYS”　　　X'mas　CONCERT ￥800（D）

26（火） pm4:00～ IN-BUS/TOW-Y/蛾恥ゃPIN ¥500

27（水） pm3:00～ LIGHT　HOUSE/３～５BAND+α ￥600（D）

28（木） pm5:00～ サイコパス/GROLY/BREASAT　LICK ￥600（D）



29（金） pm5:00～ DEFIANT/BUCK　TOOTH ¥500

30（土） pm3:00～ LUCKYS/HUNNY　ROSE ￥600（D）

31（日） “ALL　NIGHT　PARTY　1989～1990” ¥500

ILLUSION/BLUE/KAISER/夕焼けニャンニャン/THREE　RING　CIRCUS

SICK　ROSE/鼻毛ウォーカーズ/SATINDOLL/NASTY　DANCER/？？


