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世界に台頭するアジアのカルチャー。
2020年、ここベトナムも、土地に根付い
た文化に敬意を払いながら、しなやかに新
しい表現を生み出すクリエイターたちがい
る。心を突き動かし、日常にフレッシュな空
気を送り込んでくれる面 を々紹介する。



ホーチミン市の広告代理店で働いて
いたチ＝アン・デ・レオ（Chi-An De Leo）
と私が設立しました。2011年の設立とと
もに最初に財務部長のキム・ホア（Kim 
Hoa）を採用し、現在は25人のスタッフが
在籍しています。

そのほとんどはベトナム出身ですが、
皆さまざまな背景を持っています。海外
留学の経験がある人もいれば、現在の
ベトナムの新しい波に加わるために帰国
した海外育ちの人もいます。このように
異なる背景を持ったスタッフの視点と洞
察の組み合わせは素晴らしい効果を生
みます。私たちは仕事に限らず、たくさん
のことを共有して、日々学んでいます。

私たちはデザイナーだけのチームでは
ありません。プロジェクト管理チームがあ

―「ライスクリエイティブ」はどのよう
な会社ですか？

―過去の印象的なプロジェクトは？

―進行中のプロジェクトを教えてく
ださい。

2011年にジョシュア・ブライデンバッハ（ Joshua 
Breidenbach）とチ＝アン・デ・レオ（Chi-An De Leo）が
ホーチミン市に設立。ブランド戦略や製品のデザイン全般
を行う。洗練された説得力の高いデザインを得意とし、チョ
コレートブランド「マルゥ／Marou」やカフェ＆コンセプトスト
ア「ルージン／L’USINE」のブランディング、最近では「ピ
ッツァフォーピース／PIZZA 4P'S」のリブランディングと
「ユニクロ／UNIQLO」の国内キャンペーンを手掛けた

アジアからヨーロッパまで世界的な広がり
を見せている日本発のデジタル孔版印刷

（シルクスクリーン印刷）機「リソグラフ」専
門のスタジオ。2018年ホーチミン市でイラ
ストレーターや版画家などからなるチームで
設立され、スタジオの運営に加え、独立出
版物の展示会やイベントの企画、リソグラフ
が体験できるワークショップも開催している。

「オーワオ」は、ホア・ファム（Hoa Pham）とイラス
トレーターのサイモン・ファン（Simon Phan）が共
同経営するデザインスタジオ兼ステーショナリー
ショップ。2020年2月、ホーチミン市３区にコンセ
プトストアをオープンし、オリジナルの商品やロー
カルアーティストの作品を展示販売している。箔
押しのポストカードや手縫いのノートは100%ベト
ナム製。コーヒーやタイポグラフィ、建物など、ベト
ナムの古典的なモチーフを現代的な光で捉えた
アイテムが人気を呼んでいる。

  rice_creative   http://rice-creative.com

  khomuc.me
www.khomuc.me

Kho Muc Studio 
 1F, 58/12 Pham Ngoc Thach St., 
Dist. 3, HCMC
オープン日はSNSで公開予定

L’USINE Le Thanh Ton
 19 Le Thanh Ton, Dist.1, HCMC
 8:00 〜 21:00  Lusinespace

Maison Marou Saigon
 167-169 , Calmette St., Nguyen 
Thai Binh, Dist.1, HCMC
（月〜木曜）9:00 〜 22:00、

（金〜日曜）9:00 〜 23:00 
 maisonmarou

 58/12 Pham Ngoc Thach St., Dist. 3, 
HCMC 
（火〜日曜）10:00 〜 20：00

  ohquao

ライスクリエイティブ

ホームックスタジオ

オーワオ
Interview with 

（ライスクリエイティブ創設者）
ジョシュア・ブライデンバッハ

Rice Creative

Kho Muc Studio

OHQUAO

Designerベトナムには新しい視点や価値観へと導いてくれる、グッドデザインが溢れている。
まずはポジティブなエネルギーを放つ、注目のデザイン集団をチェック！

1. カフェ＆コンセプトストア「ルージン」のブランディ
ングでは、サイゴン（ホーチミン市の旧名）の国際色
豊かなライフスタイルをカプセル化 　2.「マルゥ」が
手がけるカフェ兼チョコレートファクトリー「メゾンマ
ルゥ」は1930年代のアール・デコ様式の建物を再
利用。カカオニブなどのパッケージも手がけた　
3.日系ピザレストラン「ピッツァフォーピース」のロゴ　
4.ユニセフのグローバルプラットフォーム「目指せゼ
ロ／Believe in ZERO」キャンペーン。ベトナム国
内で異例の額の寄付金を集めた　5.可視性や現
代性、ハイテクを内包した「ウーバー／UBER」のブ
ランディング
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1 .  「 サイゴン大 通り／
Saigon Boulevard」プロジ
ェクトではイラストレーターの
リズ・ブイ（Lys Bui）と共同で
ポスターブックを制作
2. サイモン・ファン（Simon 
Phan）の作品。版画のような
風合いがリソグラフの特徴
3. ワークショップの様子。近
年、リソグラフで作品集を印
刷するイラストレーターや写
真家が増えている

1. 箔押しが美しいノートは、金属製のドアがモチーフ  
2. ポストカードは人気商品。デザインや紙への愛に溢
れている  3. コンセプトショップではローカルアーティス
トの作品集や原画も手に取ることができる

り、プランナー、建築家、3Dアーティスト、
ソフトウェアエンジニア、コピーライティン
グに特化したメンバーもいます。そして、
すべてが細心の気配りと良い品質で実
行されることを私たちは確信しており、こ
の専門的なチームを誇りに思っています。

ベトナムは奥深い文化と急速に変化
する社会の中でストーリーテリングの嵐
が発生しています。ベトナムがいかに創
造的であるかということを世界に見ても
らいたいですね。

私たちはローカルのチョコレートブラン
ド「マルゥ」のブランディングの仕事で広
く知られていますが、これが初めてのプロ
ジェクトだったのです。

今では品質の良さが認められた旗艦
ブランドに成長した「マルゥ」ですが、１区
のカルメット通りにカフェ「メゾン・マルゥ」

異なる背景を持つスタッフの視点と
洞察の融合は、素晴らしい効果をもたらす

とても素晴らしいことが起きているんで
す。 私たちのチームは長い間、サイドプロ
ジェクトについて話し合ってきました。クラ
イアントが作ったベトナムの素晴らしいも
のをキュレートするだけでなく、優秀なチー
ムと幅広いネットワークによって作られた
物を手に入れられるショップを夢見てきた
のです。新型コロナウイルスの影響下で
チームはこれに着手する時間を得ること
ができ、今後オンラインストアとしてスター
トする予定です。このプロジェクトでどのよ
うに成長できるのかとても楽しみですね。

をオープンした時、実はとても心配してい
たのです。観光客や駐在員だけが注目
する店になるのではないか、地元のベト
ナム人は興味を示さないのではないかと。
嬉しいことに、開業後すぐにたくさんのベ
トナム人が訪れてくれました。このプロ
ジェクトは、情熱的なライスクリエイティブ
の取り組みが顕著に体現されました。

Joshua Breidenbach
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Lương Công Anh Đức  
a.k.a Luongdoo

Phạm Vương Quý Đôn

Đỗ Xuân Hoàng

レ・リン

ルオン・コン・アイン・ドゥック

ファム・ヴオン・クイ―・ドン

ドー・スアン・ホアン

1989年生まれ。ファッションブランドを
退職後、ベトナムの昔ながらの食事を
描くことに興味持ち、フリーランスのイラ
ストレーターとして活動を開始。2017
年、初の作品集『ベトナムのおいしい
アートブック／ Viet Nam Mien 
Ngon artbook』を越・英語で出版。マ
クドナルド、ドミノピザ、グラブ、ベトナム
航空など、多数の企業のキャンペーン
ビジュアルを手掛けた。2020年3月に
は『ベトナム越遊記アートブック／Viet 
Nam Doc Mien Du Ky art book』を
出版。本作では少数民族や建築物な
ど、ベトナムの文化に焦点を当てた。　

1995年生まれ、フエ出身。フィリピン人
アーティストのレイ・メレンドレス（Lei　
Melendres）との出会いがきっかけで
絵を描き始める。過去にコカ・コーラ
2018年テト（旧正月）の包装デザイン、
地場の靴ブランドのビティズ・ハンター

（Biti's Hunter）、アメリカの月刊誌『アト
ランタマガジン／Atlanta Magazine』
などのイラストを手掛けた。20年以上
暮らすサイゴンの日常の細部がインス
ピレーション源。手紙を書くことが好き
で、ベトナムの切手の歴史を調べなが
らインスタグラム（@buuhoavietnam）
で紹介するのもライフワーク。

1995年生まれ、ホーチミン市出身。ヴ
オン（Vuon）スタジオに所属し、イラスト
レーターとしてのキャリアを開始。出版
社から依頼された絵本とカバーアートを
多数手がける。同スタジオでは、ホンダ
のスーパーカブ誕生60周年の記念ア
ートワークを手掛け、ネスレによるミロ缶

（Milo Can）コンテストで大賞を受賞。
「植物を育て、その多様性を観察するこ
とは作品制作に大きな効果をもたらし
ている」と語る。最近はベトナムの民間
伝承や神話からインスピレーションを得
た絵本を描くことに興味を持っている。

1996年生まれ、ハノイ出身。ペイン
ティング、建築、料理芸術の分野で
創作するほか、ピアノ演奏者としても
活動。もともと趣味で描いていた絵は
スペインで建築を学んだ際に、大学
のアートクラブでセゴビア出身の画
家のワークショップに参加したことか
ら本格的に追求するようになった。ス
ペイン滞在中はケータリングイベント
でフードアートも披露。ベトナムでは秋
に料理本を出版する。現在、建築学
の学士号を取得中。

１．『ベトナム越遊記アートブック』より。北部サパの暮らしを描いた。
現在、水彩画の描き方を発信するユーチューブ（YouTube）チャンネルを計画中

1. 『ソン・ランの響き』の撮影中に演
技指導するレオン・レ監督
2. 本作は日本でも劇場公開され、
評判を呼んだ。現在ベトナムではネッ

トフリックス（Netflix）で配信中
日本語公式サイト
www.pan-dora.co.jp/songlang
3. 取り立て屋のユン役は新人俳優
リエン・ビン・ファット（左）が、カイルオン
の花形役者のリン・フン役はアイドル
グループ、バーサウナムダバンド

（365daband）の元メンバーで現在
は俳優として活動するアイザック

（Isaac、右）が演じた

1. 『A Good Mood Keeps You Chill』ではサイゴンの街を観察
2. ビティズ・ハンターのキャンペーンイメージ。今後は「『ニューヨークタイムズ／New York 
Times』のイラストレーションにチャレンジしたい」と語る

1. 浮世絵にインスパイアされたパーソナルワーク
2. ヴオンスタジオで手掛けた作品

1.祖母を描いた油絵
『ゴールドダスト／Gold 
dust』
2. 絵画と料理の境界
を曖昧にした作品『セゴ
ビアの冬／Segovian 
Winter』

 lerin_illustration
 lerin.illustration  

 luongdoo
www.luongdoo.com

 rongphamart
www.behance.net/rongphamart

archi.chef

元々ダンサーとして活動していましたが、
自分のクリエイティビティをより発展させた
い、誰かにアイデアを伝えたいと思い、独
学で映画製作を学びました。13歳からア
メリカで生活していますが、自分の長編作
品を撮るなら、ベトナムで撮影したいとずっ
と考えていました。

『ソン・ランの響き』にはベトナムの伝統的
な大衆歌舞劇カイルオン（Cai Luong）の
要素を取り入れています。実は幼い頃、カ
イルオンの役者になりたかったんです。カ
イルオンはベトナムの南部で誕生して、
1960〜80年代に最も流行した文化。日
本で言う歌舞伎のようなものですね。映画
の背景は1980年代のホーチミン市なので、
幼少期に私が見た景色です。ベトナム人
にとって、自国の文化に敬意を示し、守るこ
とは自然なことですよね。映画を通してベト
ナム文化を紹介することに、特別な使命感
を抱いたわけではないですが、私には愛国
心があります。今後も作品を通してベトナ
ム文化を世界に紹介するチャンスがあった
ら嬉しいです。

キャスティングで重要だったのは、作品の
持つ精神に合った俳優を選ぶことでした。リ
エン・ビン・ファット（Lien Binh Phat）さんは
映画初出演で、当初は彼にこの役が務まる
のかと不安視する声もありましが、完成した
映画を観て彼の演技力を皆が認めることに
なったと思います。

聴衆の意見や好みは千差万別ですから、
すべての人に満足してもらうことは不可能だ
と思います。お金を稼ぐことは大切ですが、私
は自分のアイデアを守りますし、映画監督の
仕事においてリスクを恐れずにいたい。今、２
本の脚本を作成中ですが、今後も自分の映
画を作っていく予定です。

世界が熱い視線を送るベトナム映画ニューウェーブ。長編映画デビュー作『ソン・ラン／Song Lang』（邦題：『ソン・ランの響き』）では、
ベトナムを舞台に孤独な男性２人の魂のふれあいを描き、各国の映画祭で高い評価を得たレオン・レ監督に話を聞いた。

普段何気なく目にするものもイラス
トレーターやペインターが描くと、不
思議と愛おしいものに見えてくる。
驚きや発見、共感に満ちたユニーク
な作品を見てみよう。

1977年生まれ、ホーチミン市出身。現在はニュ
ーヨーク在住。過去作品に短編映画『Dawn』

（原題、2012年）、『Talking To My Mother』
（原題、2015年）がある。『ソン・ランの響き』
（2018年）で長編の監督デビューを果たし、ベト
ナム映画協会最優秀作品賞、北京国際映画
祭最優D秀監督賞、サンディエゴ・アジアン映
画祭観客賞などを受賞。

leonquangle
www.leonlephotography.com

― 映画監督としての経歴を教えてくだ
さい。

―『ソン・ランの響き』では２人の俳優にも
注目が集まりましたね。どのようにキャス
ティングしましたか？

― 映画づくりで大切にしていることは？

Leon Le
Interview with 
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Photographer
Lê Tuấn Anh

Trương 
 Ngọc Sơn 

Chuối 

レ・トゥアン・アイン

チュオン・ゴック・ソン

チュオイ

1984年生まれ、ベトナム北部出身。2008年、フランスにある
写真専門学校を最優秀の成績で卒業。帰国後はホーチミン
市の出版社でクリエイティブダイレクターを務め、2015年より
フリーの写真家として活動。スタジオ「トゥアン・エフエール／
Tuan.fr」の創設者でもある。雑誌『エル／ELLE』に写真が
掲載されたほか、2018年には個展を開催。現在はファッション
フォトをまとめた写真集を制作中。

1991年生まれ、ハノイ出身。写真家を父に持ち、幼い
頃よりカメラと、父の技法が用いられた写真に囲まれ
て育った。基本的には個人ベースで撮影を行い、近年
はインスタグラムでの発表が中心。約5年にわたり「今
日の出来事は、明日の過去」というテーマの作品も発
表している。今後はベトナムの文化体験を通した写真
クラスの開設も計画中だ。

1994年生まれ、ハノイ出身。高校生の時から
本格的に撮影を始める。現在は会社員として
働く傍らフリーの写真家としても活動し、主に
ポートレート写真を撮影。作品はSNS上で公
開中 。ファッションブランド「サチタナ／
Sachitana」の撮影兼アートディレクターも務
めており、より技術を磨いてブランドの知名度
向上に貢献することが目下の目標だ。

1. 『ザ・ロンリーユニバース／The Lonely Universe』。自身の中に閉じ込められ
た孤独な魂の旅立ちを表現 　2.『ヘッド・カーズ・ベンディング／Head, Cars 
Bending』。若者の反抗的な気分や感情を伝えつつ、その悲しみを美化させた　
3.『アオザイ／Ao Dai』。ベトナムの伝統衣装を編み笠ノンラー（Non La）
と合わせて、シンプルに美しく撮影

1. 『リクライン／Recline』。ステージで歌う若手ミュージシャン。歌っているのは曲『傾き／Ngả Nghiêng』　 
2. 『ディファレントウェイズ／Different Ways』。カメラの露出技法を用いて、1つの視点だけでは判断できな
いというメッセージを込めた　3.『ペイント／Paint』。ベトナムの各地域で雲を撮影しており、この写真は北部
山岳地帯のサパ（Sa Pa）にて。雲より高い位置から撮影した

2018年にベトナム南東部ビントゥアン
（Binh Thuan）省で撮影した『ザ・ストレン
ジャー／The Stranger』シリーズの3枚。
独立し、仕事のプレッシャーから解放され
たトゥアン氏が、スタジオでの慣れ親しん
だ世界観から脱却しようと試みた作品。自
然に身を委ね、感じたままを表現

 Tuan Anh Le   Tuanfr   http://tuan.fr

 jvos.91
 jvos.91

 chuoi.photography
truong.howard

写真家のSNSにアクセスして、息をのむような写真に心奪われたことはないだろうか？　
ここでは国内で注目を集める写真家をピックアップ。気に入ったら、写真展にも足を運んでみて欲しい。

Fashion 
Designer

カレムの創設者でありクリエイティ
ブディレクターのチュオンはホーチミン
市を拠点に自社スタジオで制作を行っ
ています。CEOであり共同創設者の
キャシーはニューヨークのオフィス兼
ショールームを拠点に活動しています。

私たちのものづくり旅は、カリフォル
ニアで育ち、ニューヨークで働いてい
る時に知っていた以上のものを、両親
の故郷であるサイゴンに戻って、探す
ことから始まりました。

ベトナムの豊かな景観は路地や村、
都市に至るまでさまざまなかたちで変
化しますが、私たちはそこに独自の美
しさを見出しています。

私たちはエシカル（倫理的）で、かつク
ラフトへの敬意や価値観を共有できる
アーティストとコラボレーションしています。
最近では、「マルゥ」にタマリンドココナッツ
ミルクチョコレートバーを作ってもらい、ラ
イスクリエイティブと一緒にパッケージを
考案しました。パッケージはカレムの服に
用いるトライアングルオープンバッグデザ
インのパターン（型紙）を作るときの技術
を取り入れました。

私たちはデザイン、アート、料理に同じ
ような価値観を共有できる人たちに日々
インスパイアされています。今後も「クエ・
バイ・カレム」でお客様とつながることを楽
しみにしています。

― 活動拠点について教えてくだ
さい。

― カレムの服には触れてみたいと思わ
せる力があるのはなぜでしょうか？

― コラボレーションについて教えて
ください。

Interview with 

キャシー・ミン・バック＆
チュオン・ファム

Kathy Minh Bach & 
Chuong Pham

2013年にスタート。ホーチミン市とカリフォルニア、
ニューヨークに拠点を持つ。アオザイのブラインドス
テッチを用いるなど、ベトナムの伝統をルーツとしなが
らコンテンポラリーデザインを追求している。カレムの
コレクションは、ビンタン区のショップ「クエ・バイ・カレ
ム／Que by KAAREM」で手に取ることができる。

1.カレムの服はすべて自社工
場で丁寧に仕立てられる
2.ブランド名はチュオンさんの
両親の世代が発音する「アイ
スクリーム」(crème)にちなんだ。
喜びのきっかけになるものづく
りがしたいという思いが込めら
れている
3.5周年記念には、シェフのパ
ム・ユン（Pam Yung）とコラボ
レーションし、ベトナム特有の
風味や質感、色を探求するメ
ニューを創作した
4.住宅街に佇むショップ「クエ・
バイ・カレム」。マネジングディレ
クターのカレン・タオ・ラ（Karen 
Thao La）さんは世界中のクリ
エイターとのコラボレーションを
先導。ショップで彼女に会える
5.「マルゥ」、「ライスクリエイティ
ブ」と手掛けたチョコレート。ラッ
ピングにはカレムのユニークな
パターンの技法を用いた

  kaaremvn    quekaarem
www.kaarem.com  www.quekaarem.com 1.

2.

4.

3.

5.

カレム
KAAREM

自然の美しさと環境、
私たちの経験、
人とのつながりが生むもの

ベトナムから世界へ発信するウェアブランド
「カレム」が手掛けるものづくりは洋服にと
どまらない。パン、チョコレート、ノートブック。
ものへの愛と探求心、クラフトマンシップに
溢れた創作活動を尋ねた。

2. 

1. 2. 

3. 

3. 

1.

Que by KAAREM 
 118 Pham Viet Chanh St., Binh Thanh 
Dist., HCMC 
（金〜日曜）12:00 〜 19:00

私たちの服は意図的にステッチを減らし
て、すっきりとさせています。利用できるものを
最大限に活用し、不必要なものを取り除い
ていますが、自然界の複雑な視覚構造、プ
ロセスについて学ぶことは、デザインのきっか
けにもなります。一見シンプルなことでも、物
事がどのように機能するかを学び、手持ちの
アイテムとつなげる方法を深く掘り下げるの
が大好きなんです。

手作りの品質や持続可能性に細かく注
意を払うこと。お客様が気づくかどうかにか
かわらず、この方法で服やプロダクトを作り続
けます。ベトナムの自然の美しさと環境、個
人的な経験、人とのつながり、身の周りの探
究から私たちのデザインは生まれています。



タンがバンドのメインソングライターで
す。通常は彼が曲の歌詞とメロディーを
書き、その後バンドが入って最終的なア
レンジをします。メンバーはさまざまな音
楽を聴いてきたので、4人とも異なるアイ
デアを持っています。例えば、タンはニル
ヴァーナ、ビートルズ、そのほか多くの象
徴的なロックバンドを聴いて育ち、フンは
主にジョー・サトリアーニやジョー・ボナ
マッサなどのギターヒーローを好んで聴
いてきました。その結果、私たちが作る
音楽は特定のジャンルに縛られません。

スポティファイ（Spotify）やユーチュー
ブ（YouTube）の統計で見られる、最も
人気のある曲は、『彷徨わせて／ Cho 
Toi Lang Thang』、『 君は今 ／ Em 
Dao Nay』、『最後／ Lan Cuoi』、『つ
いて行きたい／ Cho Toi Di Theo』な
どです。ベトナムの人気ラッパーのひとり
であるデン（Den）が参加した『彷徨わせ
て ft.Den』もバンドにとって印象的なコ
ラボレーションでした。

メンバーは全員ハノイで生まれ育った
からです。楽曲には、メンバーがハノイの
日常をどのように考えながら過ごしている
のか、色濃く表れていると思います。

実は、今年はレコーディングのためにイ
ギリスに行く予定でしたが、新型コロナウ
イルスの影響で計画が延期されました。
今は新しいEPとアルバム用の曲を書い
ています。

―ゴットの音楽は1曲の中にさまざま
な音楽的要素を感じますが、曲づくり
はどのように行っていますか？ ―ゴットを初めて聴く人にはおすすめ

の曲は？

―ハノイに拠点を置く理由は？

―現在、どんなプロジェクトに取り組
んでいますか？

2013年ハノイで結成。現在のメンバーは、
ヴー・ディン・チョン・タン（Vu Dinh Trong 
Thang／ボーカル、ギター）、グエン・フン・ナム・
アイン（Nguyen Hung Nam Anh／ドラム）、
グエン・チー・フン（Nguyen Chi Hung／ギ
ター）とファン・ヴィエット・ホアン（Phan Viet 
Hoang／ベース）。2016年にファーストアルバ
ム『ゴット／Ngot』を発表。その後、『グオイビン
トゥオン／Ng’bthg』（2017）、『バー／3』
（2019）の通算3枚のアルバム、EP、シングル
をリリース。『フォーブス・ベトナム』誌が選ぶ
「30歳未満の30人／30 Under 30」2020
年版では、バンドで唯一選出された。

ホアン・トン（Hoang Thong）とチャン・ハン（Trang Han）が2016年に結成したユニット。 現在は
新メンバー、ヴィン・ティン（Vinh Thinh）が加入し、3人で活動中。抒情的なR&BやEDM的サウンド
をプラスしたダンスナンバーが多く、恋に悩むカップルの物語や心の悲しみを儚く描いた歌詞が若
者から共感を呼んでいる。今後、ソロ活動も積極的に行う予定だ。

2015年にEP『路地裏の子どもたち／Nhung Dua Tre Trong Ngo』
を発表。1980〜1990年代のオルタナティブロック、パックロックの影
響を感じさせるエネルギッシュなサウンドや郷愁漂うパフォーマンスで注
目を集める。2018年にはデビューアルバム『道／Con Duong』の発売
を目的としたクラウドファウンディングを実施し、１週間で2850万VNDを
達成。発売記念としてハノイとホーチミン市で開催された単独ライブパ
フォーマンスも成功を収めた。

1995年生まれのミュージシャン、プロデューサー、DJ。音楽レーベル「ベト
ナムドンタウン／VNDTOWN」の共同創設者。メス名義では実験的なエ
レクトロニックミュージックとR&Bポップを配信。アンナム（ANNAM）という
デュオも結成し、2020年6月1日にEP『ボディ・アンド・ソウル／
Body&Soul』をリリース予定。イギリスの音楽コミュニティー「エヌティーエ
スラジオ／NTS Radio」や世界的なDJがパフォーマンスをする「ボイラー
ルーム／Boiler Room」にも出演経験のある、注目の女性アーティストだ。

ゴット

ザ・シープ

ニュン・ドゥーア・チェー メス

Ngọt

THE SHEEP

Những Đứa Trẻ Mess.MusicianYouTube（ユーチューブ）、サブスクリプション、イベントetc.　あらゆる手段で楽し
めるベトナムの音楽シーン。ジャンルに捕
らわれることなくインディペンデントな活動
を続けるミュージシャンを紹介する。

ジャンルに縛られない。
それが僕らの音楽

1. トートバッグ付きのCDを販売するなど、アート
ディレクションにもセンスが光る  2. 大型ライブ
イベントにも多数出演。ファンの年齢層の広さも
ゴットの特徴　3. タンが綴るリリックは現代社会
を生きる人々の思いをシンプルに代弁していると
高く評価されている

1. 

3.

2.

 bannhacngot

 bandnhungduatre  nhungduatre_official

 thesheeporiginal   thesheep.oroginal

 mess.vndtown  mess.vnd

Interview with 


