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ボブマーリーが、「No woman, no cry」って歌っ
ていたけれど、それって本当だと思うんだ。彼女
たちが生み出した世界に、自分たちは生かされて
いるのかも知れないよね。世界を舞台に「生み出
す」この５人の女性たちのマインド、ライフスタ
イル、バックグラウンドを探る。

Text: Jeff 
Design: Jeff&Rino
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Women Lights

WOMEN WITH

5 DIFFERENT  
STORIES
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At first it was too bright to see 

I thought it was not made for me 

my hands covered my eyes unconsciously  

they felt warm surprisingly  

different but kind 

present and wild 

in the darkness you bloom  

in my head like neon lights  

you left beauty in reflection. 

“Woman Lights” 
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 私たちは、いつだってそれぞれ
違った才 能を持っている。
だからこそ世界は美しい。私

が熱いコー
ヒーと一緒に
もの を書くの
が好きなよう
に、あなたは
朝の薫りと一 
緒に走ること
が好きかも知
れない。そん
な美しい 違い
に慣れてし
まってから、
違った才能ど
うしと同じ
ゴールに向か
うことがどれ
だけの奇跡か
忘れ てしま
う。その旅を
通して、違っ
た背景、情
熱、そしてマ
インドに感化
さ れ合う。こ
の5人のLFP 
の女性達は、
他の集団同 
様、みんな違
う。今回はそ
んな彼女達の

色付いた葉のように自然で、ネオンラ
イトのように魅力的な姿を紹介した
いと思う。 

W
e all know all of us are talented 

in our own way. Talents are all 

different and that makes our 

world beautiful. 

We see and meet 

a lot of kinds of 

talents. Just like 

how I like to 

write with a hot 

cup of coffee, 

you may like to 

run with the 

smell of 

morning. Since  

we’ve gotten 

used to that, 

sometimes we 

forget how 

miracle it is to 

work for a same 

goal with such 

different kinds 

of talents. We all 

have different 

backgrounds, 

passion, 

characters and 

minds. Then 

throughout the 

journey, we 

learn and get 

inspired from 

each other. All 

of these 5 
ladies in LFP 
family are 
different just 
like in every 
other groups. 
On this very 
first issue, we 
like to introduce them who are as natural 
as colored leaves, and as gorgeous as 
neon lights in the night.  

Text/Design: Jeff 5



 

Why I started LEFT foot PRINT? (なぜレフプ
リはじめたかって？)- 元々自分でカンパニーは作
りたくて、でも忙し
すぎたり、名前何
にしようとかハッ
キリ見えてなかっ
たり、ビジネスな
んて自分で立ち上
げれるのかな？と
か後回しにしてた
り。40歳になり、
「挑戦」スイッチ
入ったのと、今に
なり色んなDot 
(糸) 、ヒント、モ
チベーション(オレ
の性格上これが全
て笑)、時間、チー
ム(レフプリファミ
リー)が集まると
いうタイミングも
ありやっと始まり
だしたという感じ
です。たのしー
ぞー！
woooooo!!!

 I’ve always 
wanted to start 
my own 
company yet I 
was too busy 
or didn’t 
exactly know 
how and 
where to start 
however when 
I turned 40, I 
told myself to 
just challenge 
anything I’ve 
been wanting 
to do no 
matter what! 
Also every little 
sign (yeah I’m very spiritual) connected and 
also timing was perfect. So there it is! And I 
love it!!

レフプリは暖かいコミュニティーであって欲しい。お互いリスペクト、サ
ポートし合うアーティスト同士の場。自分と相手の個性を受け入れ生か

し、学び合い表現す
る。私にそういう仲
間がいてくれたお陰
で今の私がいます。
アメリカという場も
そうです。全ての私
を受け入れてくれま
した。　　　　　な
ので今自分が自分な
りにそれができたら
いいなと。アートの
枠は自分がダンスス
タートだからダンス
は当たり前ですがエ
ンタメ全てだと思っ
ています。そして私
が今まで学んできた
事をシェアし逆に私
も皆んなから学べ
る。最高さ
あーーー。レフプ
リ！　幸せ。

 I would love LFP 
to be the loving 
community where 
we can respect and 
support each 
other’s uniqueness 
and their talents. 
(And build great 
relationships) 
Luckily I had friends 
like that which gave 
me so much 
confidence and 
skills I needed. 
America was the 
greatest place for 
me to do so 
because it 
accepted me as 
who I am. I believe 
we all need place 
like that. “To be 
accepted and 
welcomed” So now 
in my own way I 
would like to give 

back with the knowledge I have learned and share love 
and skills! The best part so far is the people who 
came to LFP, I learn more from them! So yeah 
Thank YOU guys lol.

-RINO-

Why I started LEFT foot PRINT?
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T
hese 4 women loves to Dance and their styles are uniquely 

different just like their personalities yet they respect each others.  

What they have in common? “Beautiful Soul” 

-Rino

ダンスを愛する4人の彼女達、性格同様それぞれスタイルは全く違う
がお互いリスペクトしているいい戦友仲間。でも似てる所もある
んですよ。「心」マジで忠実な女性達です。 

-Rino
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1. あなたの「LFP」は？あなたのユニークなところは？ 
What is your LFP? What is your own uniqueness? 

2. あなたの携帯の待ち受けは？ 
Share your lock screen on your phone. 

3. いつも持ち歩いているものは？ 
What do you always have with you? 

4. 子供の頃のあなたに、今なら何と言う？ 
What would you say to your young self? 

5. 集中スイッチの入れ方は？ 
What makes you focus? Anything you do to focus? 

R
I
N
O
’s 

A
n
s
w
e
r

1. My left foot

2.

Charm

4. “I got you.”
“自分が自分の味方”

5. Listening 
to 
MJ

マイケルの曲を聴く

Duh??

家
族
が
沖
縄
で
い
つ
も
行
く

お
寺
か
ら
買
っ
て
き
て
く
れ

た
も
の
。
沖
縄
の
お
守
り
は

も
っ
と
か
ん
と
！

が
っ
ち
ゃ
ん
。I think 

she’s m
e.

3. お守り

自
分
で
し
か
自
分
を

救
え
な
い
！

他
？
な
い
！
！

曲
は
い
つ
も
違
う
よ
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1. 私生まれつき内臓逆で。心臓が逆にある。全部ス
イッチしてる。なんかパーツだけ違う方が珍しくて、
危険度が高いそうです。生きてて自分が違いを感じる
こともないけど、お医者さんに何も言わないと、深刻
そうな顔になるから『すいません、心臓逆位で
す！』って。でも左利きとかの方が憧れるなぁ。両利
き目指したよね（笑）（ちなみにTomomiさんは先生
に言われた時だけ右で書いて、見えないところで左で
書いてたらしい。そっちもなかなか器用だよね）

2. 私は両方
ペットのマウ
ラです。写真を
撮った１年ぐ
らい前からか
なぁ。

3. ピアス。アメリカ来る時に、『金とダイヤの年頃か
なぁー』って言い続けてたら、お母さんがプレゼントし
てくれた。ダイヤが誕生石なのと、肌に近ければ近い程
お守りに近い意味があるらしくって。無くさないように
寝る時意外はいつも付けてるなぁ。

4. 『謙虚になれ』かな。なんか、『オレ
がーーー！』っていうのが強すぎて、今思えば
そのせいで傷付いたひといるだろうなって、大
人になって思うっていうか。家で言っても、お
兄ちゃんと弟がいるんですけど。お兄ちゃんは
内弁慶なんです。私は何かやったら『褒め
て！』って言えるけど、お兄ちゃんは言えない
タイプだったから。だからお兄ちゃんが隠れて
いじめてたんだなって、今になって分かる。

5. 昼寝かな。短い時間でも、区切りたくなっ
ちゃう。どこでもどんなタイミングでも寝れ
ちゃうから、本番前とかでも。楽屋とかにいて
も、起きてるだけで気遣ったり、髪型どうしよ
うとか、振り付けのこととか考えちゃうから、
時間まで寝てリセットして区切るのがルー
ティーン。家でも振り作る前とかに寝るかな。
３０分ぐらいがベストだなぁ。起きた時にこう
いう自分になる！って設定して寝るかな。『起
きたら振り考えるからね！』って寝ると、起き
た時の自分は違う自分になれる。

AUCHI’s Answer

1. Visceral inversion

3. Earring from
 m

y m
om

4. “Be hum
ble”

5. Taking a nap

Jeff’s Note 
Auchiさんは、目で周りを見ない。五感を使って周りを感じ取っている。LFPプロジェクトの時も、自分が出来ずにて
こずっているところがあると誰より早くアドバイスをくれたのをよく覚えている。あの時の安心感といったらなかっ
たなぁ。だからかも知れないけれど、自分のことは全て見透かされている気がしている。いつも自分のターンを静か
に待って、「冷静に」ぶちかます。そんな彼女は自分のことを多く語らないから、今回話を聞けて凄く嬉しかった。
内臓逆位のケースや誕生石の意味を詳しく調べている話を聞くと、彼女の真面目さが凄く伝わってきたし、「謙虚に
なれ」の一言は周りを良く見る彼女ならではだったと思う。昼寝を集中スイッチにできるなんて、いつも自分と向
き合っている証拠だよね。

Your LFP??

待ち受けは？

いつも持ち歩くものは？

子
供
の
自
分
へ
の
言
葉

集
中
ス
イ
ッ
チ
の
入
れ
方
は
？

Her dog, M
aura
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MANA’s Answer

1. 声がカサカサ。病院で喉痛いか聞かれるぐらい。
子供の頃から低かったから、なんか子供の頃って皆
可愛い声してるじゃないですか？今は大人になって
皆低くなったけど。それで昔は自分の声聞くのがホ
ントにやで。まぁそれもそれかなって。

2. 自分の幼少期。初心に戻れるか
なって(『原点だよね』とリノさん
も)。私も変わってないし、この一
緒に写ってるベストフレンドも今も
こんな感じ（笑） 

3. AirPodsとか（ちなみにTomomiとAuchiは
外で音楽聴かない派らしいよ）。犬の散歩とか
でも聴くかなぁ。

4. 『もっと自分のことを好きになったら』って。
最近やっと、自分でもいいかなと思うけど。子供
の時は自分の写真を撮られるのも嫌で泣くぐら
い。それが小学生ぐらいの時。だからもっと自分
でいいんだよって。他人と比べてたから。

5. 音楽聴くかも。そのオーディションとかキャ
スティングにもよって違うだけど、ステージの
前とかはイケイケの曲とか。それこそテイラース
ウィフトのオーディションの時(見事合格！AMA
でテイラーの隣で踊ってたよ！)はマイケル
（ジャクソン）聴いてたよ。

1. My voice

3. AirPods

4. “Love yourself more.” 5. Listening to the music

Jeff’s Note 
マナさんはとにかく合わせるのがすごく上手い人。ダンスだけじゃなくて、マインドまでも近くにいる人に合わ
せていける人。一時期ほぼ毎日会っていた時期があって、唯一会う予定がない日に偶然同じ美術館で鉢合わせた
日には驚きを通り越して少し怖くすらなった。大切な人のエナジーと自分を合わせていくマナさんがいるから、
LFPの結束力が高まっていると思う。今回のインタビューでは、マナさんがあまり見せない「自分との向き合い
方」について話を聞けたのも、個人的に嬉しかったなぁ。人知れず自分の「いままで」を待ち受けや自分の声
から、そして「これから」を音楽などから向き合っているから、あのエナジーがあるんだね。

Your LFP??

待ち受けは？

いつも持ち歩くものは？

子供の自分への言葉 集中スイッチの入れ方は？
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「もっと自分でいいんだよ」 
Mana

『親に感謝しなさい』 
一人暮らしして初めて 
わかる。 

Tomomi
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3. A candy from my roommate

3. ルームメイトのフランスの子からもらったキャ
ンディー。絶対取っておきたい、お守りみたい
な。姉妹みたいにいつも仲良くしてて、入居して
すぐぐらいにもらったのを大事に取ってます。

5. 鏡の前に立つ。外で踊
る前とかでも、一回鏡の
前に立って、一回気持ち
をカラッと変わるんで
すよ。何も言わないん
ですけど、なぜか気付
いたらそれですね。

1. 左右の耳の高さが
違う（「うわっ！一
緒！」とTomomiが
いいタイミング
で）。サングラスと
かメガネとかずれる
ので、いつも片方上
げて、ピンで留めて
ます。まぁ今ではめ
んどくさいけれどい
いかぁって。

2. サラは『節約』で
す(一同なんかほっこ
りして爆笑)。ロス来
た時からです。ロ
スって物価が高い
し、携帯が一番良く
見るじゃないです
か？だから絶対忘れ
んとこって。 
こっちは家で買って
た犬です。

4. (『これ、ハッピーな
ことじゃなくてもいい
んですか？』周りを気

遣って前置きしつつ)昔本
当に、今とは別人ぐらい
に暗くって。中学二年生
ぐらいの時は、学校に行
きたくないって子いる
じゃないですか？サラは
逆に家に帰りたくなく
て。なので『自分の存在
を消したいなんて思わ合
いで』って言いたいです
（『辛かったね』と皆で
言葉のハグ）。 
（ここでTomomiが、隣
でブリトーをこぼしなが
ら食べていたAuchiに
『ご飯粒並べてる？』と
言って皆爆笑。この空気
にほっこりしたのは自分
だけじゃなかったは
ず。）

SARA’s Answer

1. Symmetry positions 
of ears

4. “Don’t think like 
you wanna 
disappear”

5. Stand in front of 
the mirror

Jeff’s Note 
サラの強さって、残念ながら誰もが出会って簡単に分かるタイプのものではないと思う。このインタビューの行間を
しっかり読み込むと、じわじわと彼女の芯の強さ、信念と行動力、優しさが心に染み渡ってくるんじゃないだろう
か。あまりに簡素な待ち受けと、サングラスを「めんどくさいけれど」ピンで留めた姿からはちょっと想像がつか
ないぐらいの、周りを気遣って言葉を選びながら丁寧に話す細やかさと、青い小さなキャンディーを鞄にしまって
ルームメイトを思う優しさを持ち合わせている。そんな真っ直ぐな最年少のLFPファミリーから、学ぶことはい
つも多い。

Your LFP??

待ち受けは？

い
つ
も
持
ち
歩
く
も
の
は
？

子供の自分への言葉

集
中
ス
イ
ッ
チ
の

入
れ
方
は
？

“Save money”
Her dog from 
Japan
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WHAT IS?
まず、オレの左足指がとてもつ
なくちっちゃいんです。 
　一歳祝いの時に記念で残した
足形のプリントがあるのです
が、 
”LEFT foot PRINT”はそこから
きています。 
「これぞ自分！この足で足跡を
つけるぞ！」みたいにあなたの
個性を生かしなさい、「Leave 
your Mark!」っていう意味が込

められてます。さよなら。(笑)

So... I have 
abnormally 
small left 
foot. And 
you know 
when you’re 
little, you 
take 
footprint, 
right? Like 
Chinese Theater. So my mom did that when I turned one. That’s 

where “LEFT foot PRINT” comes from. That also includes 
acceptance for uniqueness. Usually like “Man I have freaking 
small toes!” but NO! It should be like “This is ME!” Let’s 
embrace it and I’m gonna MARK IT and leave my LEGACY. So 
yeah. That’s it! 


Text: Jeff

Drawing/Design: Rino

By rino
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LFPオリジナル心理テスト
Original Psychological Test

レフプリメンバーがオリジナルの心理テストを作りまし
た！あなたの知らないあなたが見つかる！かも。

Try 
it!

ブュッフェでお腹一杯食べた後に食べたいの
は？ 
1.レモンシャーベット 
2.チョコミントアイス 
3.フルーツ 
4.プリン

What do you wanna eat for a dessert 
after having a big meal at buffet?

1. Lemon sherbet

2. Chocolate Mint Ice cream

3. Fruits

4. Pudding

Q.

恋人と別れた時の気持ちと行動 
1.早く次に行こう、切替型 
2.なるようになる、自由奔放型 
3.酸いも甘いも良い思い出、成長型 
4.楽しかった思い出だけが残る、未練
型

What you do after breaking-up

1.Move on! You’re a “switcher”

2.It’ll be alright. You’re “optimistic”

3.It was all great memories after all. 

You’re a “grower”

4.All you remember is good memory… 

You’re a “regretter”

A.

"Be in the moment.”  

Rino Nakasone 
This is something she always says when we create. During dance rehearsals for LFP Project “Kill Bill” section, or right before our 

performance. As I dance more, I realize how important it is.  

これは彼女がいつも、何かをクリエイトする時に言う一言。LFP Projectのリハーサル中や、パフォーマンスの直前でも。踊るた
びに、 すごく大切なことだなって思うんだ。  

⚠プロじゃないので遊び感覚で試してね！This is just for fun! We ain’t pros at this!⚠

Made by Tomomi
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LEFT foot PRINT Project とは？ 
第一回目の作品は2019年リリース。約一ヶ月にわたり7人のダン
サー(今でいうレフプリファミリー)が集まりトレーニングし、そ
れぞれのスキル(振付やフリースタイル)を出し合い、仲宗根梨乃
指導/監修/プロデュース/監督によって作られたビデオ。 

　第二回目はLFPCHOREOコンテストWinners2名も新しく加わ
り、全員が振付を出し合い「LFP学園」というテーマでレフプリ

オリジナルソングと共に2020年リリースされる。

LEFT foot PRINT Academy とは？ 
ー　まさに「学校」。 

仲宗根梨乃先生をはじめ、今活躍している色んな先生をゲストに
お呼び、学び合い、自分を羽ばたかせる場。生徒も先生となり先
生も生徒となる。梨乃先生が出す”LFP Choreo”や”LFP Cool 
Off”といった課題に挑戦したり、レクチャーなどこれからも色ん

なクラスが出てきそうです。

What’s LFP Project? 
First art work in 2019 that was performed/created by 7 dancers. 
It’s directed and produced by Rino Nakasone after training 

them for several months.  
And now next LFP project has 2 additional LFPCHOREO 

contest winners! Theme is “LFP Academy” with LFP original 
song. It will be released in Fall 2020.

What’s LFP academy? 
“School” by Rino Sensei and gives activities like 

 •RINOSOPHY~ the way Rino lived her life and shares her 
way of creation process  

•Guest Speakers ~ welcomes guest teachers who are in 
Various industries to talk about how they made it to their 

dreams come true with Q&A  
•Challenge Program ~ Subjects that has different challenges 
like to dance, to choreograph, to create and more to come!  
This is the School where people learn from each others. 

Students are teachers and teachers are students.

1. Talking session with 
her acting coach 
Bobby Nakanishi.  

2. Talking session with 
her talented friend/
artist XY GENE.  

3. Sharing her 
philosophy aka 
“Rinosphilophy.”1 2

3

Behind the 

scenes from 

“Kill Bill” 

Themed LFP 

Project(2019, 

Summer in 

Los Angeles)

1. Rinoの演技コーチボ
ビー中西さんと対談。  

2. 才能溢れる友人のひと
り、アーティストXY 
GENEと対談。 

3. Rinoの哲学、「リノソ
フィー」も学べるよ。

YouTube / Left foot print TV →
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LEFT foot PRINT

Boss

Rino Nakasone 
説明不要LFPのボス/プロ
デューサー。LFPの太陽かつ
ソーラーパネル。クリエイ
ションになるとその光はもっ
と強くなるので、慣れるまで
周りのメンバーは日焼け気
味。会うといつも「元
気ー？」と言いながら元気を
くれる、やっぱり太陽みたい
なあったかいボス。日焼けも
こんがり心地良い。 
Instagram: @rinokinawa

Ryota Takaji 
LFP一番のハッピーボーイ。どこ
にいてもその声とオーラは人を惹
きつける。特技はぶたの鳴き真
似。その反面、着眼点とセンスは
めちゃくちゃ鋭い。Gosatoファ
ンクラブ副会長兼広報担当。 
Instagram: @ryota_takaji


Gosato 
誰より不思議で、誰より人情深
い。通称「優しいサイコパス」。
人見知りであんまり他人に興味は
ないけれど、誰より熱いものを秘
めている。「男」というより
「漢」。あぁかっこいい。 
Instagram: @gosato.kikuma 

Auchi 
常に周りへの気配りを忘れず
に、高性能家電ばりに仕事を
きっちりこなす。言葉で気持ち
を伝えるのが凄く上手だけど、
自分のターンまでめちゃくちゃ
聞き上手。完璧過ぎるだけに、
変顔を見ると落ち着く人No.1。 
Instagram: @auchi0404

And the LFP family
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Sara 
Ryota曰く「ポッピンの
ヒットが強すぎて、床
が割れる」。ヒットと
芯は強いが推しには弱
い一面も。元ヤンだと
いう噂も本人は否定し
ている。仲間と夢への
愛情は身長の5倍ある。
その為にならいばらの
道でも突っ走る。やっ
ぱり元ヤン…？ 
Instagram: @saraito1

Tomomi 
関西弁と安室ちゃんばり
の大きな瞳がトレード
マーク。「ともえ」と呼
ばれるのはLFPだけ。母性
と愛情が溢れているのは
LFPだけではない。ツッコ
ミがいつでも抜かりない
のも、LFPだけではない。 
Instagram: @53_tomomi_10


Mana 
カラッとポジティブな、
みんなを繋げる橋みたい
な人。早朝2時間の散歩が
日課で、最近はベランダ
で野菜を育て始めまし
た。ミッシーエリオット
からテイラースウィフト
まで、ダンスも音楽趣味
も幅広い。何にでもオー
プンな虹色の架け橋。

Instagram: @manaikeda104

Jeff 
マイケルジャクソンが
好き。とりあえずマイケ
ルで、寝ても覚めても
マイケル。小学校の自
由研究はマイケルにつ
いて。好きじゃなけれ
ば動けないけれど、基
本は真面目。ダンス以
外には、音楽のプレイ
リスト作りと物書きに
没頭中。 
Instagram: @ryotajn

LINEスタンプにも
なったのよ。
これだけ個性豊かでキャラが強いレフプリピー
ポーだから、こんなシンプルなプロフィール写真
でも、何かを語りかけてきそう…そう思ったかど
うかは分からないけれど、リノさんがせっせと今
までのメンバーやプロジェクトの写真に、ポジ
ティブな言葉や便利な一言を添えてLINEスタンプ
を作ってくれました。これを使ったらどんなヘ
ビーな会話も明るくなるし、グループチャットで
ならあなたの発言に注目いきまくり（なはず）！
個人的にはGさんのスタンプがお気にいりだけ
ど、本人が知ったら何か言われそうなのでバレな
いようにこっそり使っています。 
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あとがき 

人生は、基本的に予期しない出来事で出来ていると思う。だから喜び、戸惑いと
か、感情というスパイスがより深みを生むんじゃないだろうか。 

自己紹介がてらに、自分個人のことをここで書いてみようと思う。 

2019年夏にロスに来てから、コラムを書き出して少しながらも世の中に出してい
た自分だったが、まさかこのLFPで文字を書かせてもらえるとは思っても見な
かった。日本にいる時はダンスばかりで、「ものを書く」ということに抵抗こそ
なかったが、意識もしたことはなかった。雑誌を読むのが好きという程度で、読
書家でもない。だが見知らぬ土地では「ゼロに戻って」、失うものもなくなる。
そうなると「とりあえずやってみよう」と、フットワークが軽くなるらしかっ
た。自分でもまだ見ぬチャレンジ精神に、執筆を通して出会えたと思っている。 

今回、リノさんからこのマガジンの話を頂いた時は、驚き反面、納得反面といっ
た感じだった。ましてやボスはあの完璧主義者、仲宗根梨乃だというんだから本
当に人生何があるか分からない。リノさんのダンスを初めて生で見ていた中学生
の自分に、今の状況を教えても絶対に信じないだろう。もうそろそろロスに来て
一年が経とうとしていて、有難いことにこのLFPメンバーで沢山のことを学ばせ
て貰っている。だからこそ分かる、この「温かな空気感」はダンス作品だけでは
伝わりづらいと思ってもいた。「例えダンスをしなくなっても、このメンバーで
集まりたいね」なんてことも皆で話していたこともあった。そういうことでいう
と「雑誌」というのは、本人達の声が活字として真っ直ぐ残り、写真がその場を
想像出来るスペースを残してくれる、優れた媒体だと思う。パンデミックやリ
モートワークで動画を見る機会がぐんと増えた今だからこそ、この形で今回の第
一号を創り上げることが出来たことに意味を感じずにはいられない。前述の通り
完璧主義者のボスと何かを創ることは、決して楽ではなかった。文字のフォント
や大きさ、細部一つひとつに魂を込めて選んでいく作業は、彼女が「仲宗根梨
乃」たる所以を見せ付けられた。リノさんの嵐のような勢い(想像する５倍はすご
いと思って頂きたい)に飛ばされそうになったこともあったが、食らいつきながら
もこだわり抜いて創ったものには、愛が宿っていた。 

この雑誌は、ダンスやアートを通して生まれた「予期しなかった出来事」の一つ
だ。そしてそれはロスという土地で、日本人であるメンバー全員が「ゼロに戻っ
た」強さを持ってして生まれた産物でもある。これを読んでくれたあなたの日常
に、感情のスパイスとゼロの強さを少しでも添えることが出来たら幸いだ。 
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