Roby はロックグループのメンバーとして始動し、1981 年に’’LIVIMGSTONE’’
というグループメンバーとしてプロとしての活動を開始し始めた。1983 年には歌手活動を
し始め 1984 年から 88 年の間に 4 枚のシングル制作、並びにイタリア国内
その他ヨーロッパにてツアーを行っている。1991 年には初となる国際的な仕事を手がけ
曲’’I can’t change your life’’にて数々の著名なヨーロッパ編集者とのコラボが実現させる。
（このビデオ、曲共に Madonna のビデオクリップを手がける Derek Hallow が指揮。）又
1992 年から 93 年にかけてはロンドン、リバプールにて初アルバム’’MIDNIGHT’’を制作し
数々のイギリス人ミュージシャンとのジョイントも成功させている。
ギター：Martin Habramams/ キーボード： Jonny Joules
コーラス：Carole Cook& Kathie Humble
（彼ら 3 名は Grace Jones-Frankie goes to Hollywood-Art of Noise-Spandau Ballet and
the Raf とのコラボで有名）
アルバムは W.E.A により制作され、3 枚のビデオクリップは musical networks tv におい
て最も重要なものと位置づけられている。

1996 年：イタリア人アーティストとの共同制作を開始する、ＵＮＩＣＥＦなどを中心に
国際平和のための 2 枚目となるアルバムをリリース。特に世界でも活躍する二人の著名な
アーティスト、Franco Nero(注：彼は有名なイタリアの俳優でもあり Roby と共に
曲’’Insciallah’’をデュエットし、アルバム’’Alma latina’’をスペイン語リメイク版した
’’El viento sopla’’の中に納めている）
。そしてもう一人忘れてはならないのはオスカー賞も
受賞している Vittorio Storaro、先ほどの’’Insciallah’’のビデオクリップ指揮者でもあり
1998 年にブラジルでリリースされた曲’’YO TE QUIERO AMOR’’を Velas record do Brazil
により創作している。
2000 年：スペイン語にてアルバム’’ Alma Latina destinated to south American and asia’’
を制作。このＣＤはロック調と地中海地方の独特のリズムが合わさった個性的なもので
2 枚のシングルは後にイタリア語バージョンとしてヨーロッパ全域で発売された。
ま た こ れ を 機 に 同 年 7 月 に は カ ザ キ ス タ ン に て 行 わ れ た ’’XI VOICE OF ASIA
INTERNATIONAL POP’’に参加し人々の心を掴み、素晴らしい功績を残したものだけに送
られるランキングに認定された。ゲストスターは Franco Nero やその他国際的ＴＶ関係者
などだった。

2001 年：7 月ブルガリア(Varna)にて X edition、つまり’’Discovery international festival’’
に参加し特別賞を授与され,同年 9 月には BNT television(ブルガリア、ソフィア放送)のゲ
ストとして招かれる。ゲストにはイタリア国営放送ＲＡＩ１関係者など。
2002 年：プラハで行われた国際フェスティバル’’UNIVERSETALENT’’に
参加、’’INNAMORARSI’’を熱唱。
2003 年：地中海ダンス風リズムを組み合わせた新シングルを制作。
同年 7 月 2 日から 5 日までセルビアモンテネグロ（Zrenjanin）で開催された
’’International pop music festival sunflower’’に参加、
7 月 12 日から 15 日までベラルーシ（Vitebsk-Gomel-Minsk）にて行われた
’’XII INTERNATIONAT FESTIVAO OF ARTS SLAVIANSKI BASSAR)の
ゲストスターとして招かれた後 C.S.I(Belarus tv, Russia tv, Ukraine tv の合同イベント)と
して行われたコンサートにおいても Minsk,Gomel,Vitebsk にて大々的に成功を掴む。
2004 年：3 月 25 日から 27 日までイベント San Juan(プエルトリコの首都)にて開催
された’’Second World Song Festival’’に招かれその様子は中央アメリカ、中央アジアなどを
含めた 52 カ国にて放送された。
2005 年、06 年：数々の国で成功を納め世界のアーティストとしての不動の地位を
掴んでいる Roby ではあるが一流の国際音楽祭への参加やテレビなどの放送網などで
ゲストとして招かれていること、中央アジアのさまざまなツアーに参加していることから
イタリアのプレゼンテーターとしても認められ高く評価されている。
又、7 月にはＲＡＩ(イタリア国営放送)の看板番組でもある’’UNO MATTINA’’にもゲストと
して呼ばれている。
2007 年：この頃CDタイトル名’’CUORE ITALIANO’’（Morell Record/CMS-SONY DADC

www.morell-music.de）によりドイツと北欧に配信される。そしてこれは世界デジタル配信
(i-tunes,

napster,

cd baby

など)の先駆けとなる。

2008 年：Roby の歌の題名’’ALMA DE DIABLE’’(TRIBAL バージョン)が
重要なダンスミュージックとして納められた 4 枚のＣＤの中に組み込まれた。
曲’’HIT MANIA ESTATE 2008’’は SONY-BMG によりイタリアで配信された。

2008/2009 年：編集曲 Welcome to Europe が俳優 Franco nero と一緒に
’’El Viento Sopla’’としてドイツ国内に配信されることが宣伝された。このアルバムはドイツ
文化国営事務所がスポンサーとなり作成された。8 月には Roby はゲストとして
’’Notturno Italiano’’のラジオショーのゲストとして招かれＲＡＩ（イタリア国営放送）に
より世界中に配信された。
2009 年：Roby にとってとても重要な年となる。
ロシア St.Peterburg にある’’Event Management’’という音楽会社と重要契約を結んだ。
新しいツアーが St.Peterburg の Grand HTL EUROPE にて下見され大成功を納める。
ショーはロシア連邦主要都市で 2009 年中行われ、ロシア全域でＣＤが配信される。
この時の模様は(www.youtube.com/robyvandalo)をご覧ください。
FESTIVAL MAMAIA 2009
8 月 20 日から 25 日まで Roby は黒海近く（Costanza Romania）で行われた
国際祭典の名誉ゲストとして招かれ 2 曲を熱唱し有名なショーガール Ranona Badescu と
デュオをするまでにいたる。このときの模様は National tv により世界配信された。
このときの模様は(www.youtube.com/robyvandalo)をご覧下さい
2010 年：新ＣＤ’’Italian Style’’が出来上がり 1 月にはシングルタイトル’Cinecitta’に着手
する。このシングルはイタリア映画界の巨匠 Federico Fellini に奉献された。
そして Zimbal (イギリスの音楽配給会社)により世界中に配信された。
またそれと同時期に他の CD タイトル’Saremo Liberi(ドイツ語名 Wir warden fieisein)が
水面下で人気を博しドイツ国内において活動をする。
ここではドイツ人歌手 Micaela Christ と一緒に歌い、ドイツ語並びにイタリア語両方で
歌われるデュエットソングとしてレコードレーベル会社 Morell Record により配信される。
今後のマーケティングプランとしてはキューバやブルガリアでの活動が既に予定にあり
活動の未投資も立っている現状である。

