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T-Palette Records NEWS Vol.082 
2013/11/18 

盟友 PandaBoY と michitomo 両名によるプロデュースで 

両Ａ面シングル発売決定！ 

アップアップガールズ（仮） 

『虹色モザイク／ENJOY!! ENJO(Y)!!』12/25 発売 

9 月に行われた赤坂 BLITZ ワンマンライブの DVD も発売決定！ 
 

タワーレコードのアイドル専門レーベル T-Palette Records に参加するアップアップガールズ（仮）が、12 月 25 日（水）に

T-Palette Records 移籍第 9 弾となる両 A 面シングル『虹色モザイク／ENJOY!! ENJO(Y)!!』を発売することが決定しました。

今回のニューシングルで、アップアップガールズ（仮）の 2013 年の発売シングルは 8 タイトル目となり、T-Palette Records 内

でも最多のリリース数となります。 

 

アップアップガールズ（仮）の 2013 年を締めくくるニューシングルは、彼女たちの楽曲を数多く手掛けてきた PandaBoY、

michitomo がそれぞれプロデュースする「虹色モザイク」と「ENJOY!! ENJO(Y)!!」の両 A 面。 

PandaBoY プロデュース「虹色モザイク」は、疾走感溢れるリズムに、キラキラした冬っぽさを感じられるサウンド、そして力

強く真っ直ぐに未来を目指すという思いが歌詞に込められた楽曲。そして michitomo による「ENJOY!! ENJO(Y)!!」も、アプガ

＆michitomo タッグでお馴染みのアゲアゲチューン。EDM やユーロビートやトランスなどのサウンドをごちゃまぜにした、アプ

ガ流”ダサキャワ EDM“。アップアップガールズ（仮）は、この 2 曲で今年も最後まで走り続けます。 

そして 12 月 18 日（水）には、今夏行われたアップアップガールズ（仮）初のツアー最終日となった赤坂 BLITZ ワンマンライ

ブの DVD 発売も決定。年末年始ツアーに向けての必見の 1 枚です。 

 

さらに、アップアップガールズ（仮）は来年春の全国ツアー開催実現に向けて、全国的な認知度を高める為にメンバー7 名

がソロプロモーションを行う「アップアップガールズ（仮）七大都市（仮）化 作戦」と題した全国キャンペーンも発表。メンバー

それぞれが全国七大都市のタワーレコードの“エリアマネージャー（仮）”に就任し、イベントの実施、プロモーション活動を行

います。 

キラキラ＆アゲアゲのニューシングル発売、全国キャンペーン、そして春の全国ツアーまで、来年もアップアップガールズ

（仮）の勢いは止まりません！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
T-Palette Records   http://tower.jp/label/t-paletterecords 

アップアップガールズ（仮）オフィシャルサイト  http://upupgirlskakkokari.com/ 
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タタワワーーレレココーードド広広報報室室  谷谷河河,,高高橋橋,,松松本本,,伊伊早早坂坂  TT::0033--44333322--00770055  eemmaaiill::  pprreessss@@ttoowweerr..ccoo..jjpp  



虹色モザイク／ENJOY!! ENJO(Y)!! 

発売日： 2013 年 12 月 25 日（水） 

品番： TPRC-0065 

価格： 1,000 円（税込） 

収録楽曲： 

1. 虹色モザイク 作詞・作曲・編曲：PandaBoY 

2. ENJOY!! ENJO(Y)!! 作詞：NOBE 作曲・編曲：michitomo 

3. 虹色モザイク（Instrumental） 

4. ENJOY!! ENJO(Y)!!（Instrumental） 

 

 

「虹色モザイク」 PandaBoY コメント 

ちょっと先の未来はぼんやりモザイクがかってしか見えないけど、うっすらハッピーな虹色だったらいいよねっていう感じでこ

のタイトルにしました。 

トラックは冬っぽさあるけど、今年僕がアプガに提供した曲って季節モノばっかりだったので、 

今回は歌詞で冬のワードは外して年中 LIVE で使えるようにしました（笑） 

他にも込めたものは色々あるけど、各々でそれが何かを感じ取っていただければ幸いです！ 

 

「ENJOY!! ENJO(Y)!!」 michitomo コメント 

アプガのダサキャワ EDM 第 2 弾！今回は GAL で EDM「GALEDM」（ギャレディーエム）ですよ！ 

炎上しちゃうくらいに ENJOY しちゃう〜〜 

毎日が最高！でリスペクトーキョーなリア充女子高生のちょいおバカで楽しい日常を EDM にのせて楽しく歌った曲になって

おります。 

サウンド的に今回は流行りの EDM に 90 年台のユーロビートやトランスなんかもごった煮してみたので、 

その世代にはアレッ！？なんてフレーズやベッタベタなあのフレーズなんかも楽しんで頂きたいです。 

そして、今回なんとアプガ初！ハイレゾ配信もするので CD 音源と高解像度のハイレゾ音源の聴き比べなんかも楽しんでも

らえたらと思います。歌の質感や音像感も全然違うので是非お試しあれ！ 

というわけで、田舎から都会まで街中を GAL がロックするこの曲で 

To the beat y'all してエンジョーイ!!!!!して楽しんじゃいましょ！ 

 

アップアップガールズ（仮） 1st ライブハウスツアー アプガ第二章（仮）開戦 

発売日： 2013 年 12 月 18 日（水） 

品番： TPRD-0008（2 枚組み） 

価格： 6,000 円（税込） 

収録楽曲： 

Disc1 

1.OPENING 映像～overture（仮）/2.SAMURAI GIRLS/3.サバイバルガールズ 

4.MC/5.マーブルヒーロー/6.メチャキュン♡サマー( ´ ▽ ` )ﾉ/7.バレバレ I LOVE YOU 

8.夕立ち！スルー・ザ・レインボー/9.MC/10.ワイドルセブン/11.カッコつけていいでしょ！ 

12.MC/13.Burn the fire!! /14.UPPER ROCK/15.VTR/16.リスペクトーキョー 

17.アップアップタイフーン/18.チョッパー☆チョッパー/19.アッパーカット！ 

20.お願い魅惑のターゲット/21.MC/22.銀河上々物語 

ENCORE/23.MC/24.サマービーム！（アプガの夏 Mix） 

Disc2 

アプガ第二章（仮）開戦（仮）ツアードキュメント（仮）THE DVD 
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■「アップアップガールズ（仮）七大都市（仮）化 計画」 

◆エリアマネージャー（仮）担当地区 

北海道地区（拠点店舗：タワーレコード札幌ピヴォ店）  古川小夏 

仙台地区（拠点店舗：タワーレコード仙台パルコ店）  仙石みなみ 

東京地区（拠点店舗：タワーレコード秋葉原店）  佐保明梨 

名古屋地区（拠点店舗：タワーレコード名古屋パルコ店）  関根梓 

大阪地区（拠点店舗：タワーレコード梅田 NU 茶屋町店）  佐藤綾乃 

広島地区（拠点店舗：タワーレコード広島店）  森咲樹 

福岡地区（拠点店舗：タワーレコード福岡店）  新井愛瞳 

 

◆キャンペーン日程 

○2013 年 11 月 27 日（水） 

【東京】タワーレコード秋葉原店／19:00～ 担当：佐保明梨 

○2013 年 12 月 2 日（月） 

【北海道】タワーレコード札幌ピヴォ店／18:30～ 担当：古川小夏 

【大阪】タワーレコード梅田 NU 茶屋町店／19:00～ 担当：佐藤綾乃 

○2013 年 12 月 3 日（火） 

【仙台】タワーレコード仙台パルコ店／18:00～ 担当：仙石みなみ 

【名古屋】タワーレコード名古屋パルコ店／18:00～ 担当：関根梓 

○2013 年 12 月 7 日（土） 

【広島】タワーレコード広島店／12:00～ 担当：森咲樹 

○2013 年 12 月 8 日（日） 

【福岡】タワーレコード福岡店／16:00～ 担当：新井愛瞳 

イベント内容：ミニライブ、トークショー、握手会、エリアマネージャー（仮）名刺お渡し会 etc.（予定） 

 

■アップアップガールズ（仮）profile 

◆アップアップガールズ(仮)とは?  

2011 年 6 月 27 日より、グループ名を「アップフロントガールズ（仮）」から「アップアップガールズ(仮)」へ改名。 

アップアップガールズ(仮)とはハロプロエッグの研修過程を修了し、更なるステップアップの為に結成されたグループです。エ

ッグ時代に培った唄やダンス、舞台の経験を元に、現在も猛勉強中。毎日一杯一杯になりながらも“上へ上へ”を目指してい

るのがユニット名の由来です！晴れてメジャーデューの際は、グループ名の（仮）はとれるのか？？ 

◆UFZS（ユーエフジーエス）としても活動中。 

「UFZS」とは「アップアップガールズ（仮）」と雑誌「女性自身」がタッグを組んで結成された K-POP カバーダンスグループ。現

在は４MINUTE や KARA、AfterSchool、T-ARA 等を幅広くカバーする。 

また韓国エレクトロユニット「TENSILOVE」と「Cake House」「SHINE」の 2 曲をコラボ！  

◆レギュラー情報 

<テレビ> 

・PigooHD 「アップアップガールズ(仮)」 毎月 1 回更新！！ 

・テレ朝動画 「上々少女’ｓ」  毎週配信中！！ 

・森咲樹・佐保明梨テレビレギュラー 

ＮＨＫ-Ｅ 「Ｒの法則」 毎週月曜～木曜 18:55～19:25 [再放送]毎週火曜～金曜 24:00～24:30 

・関根梓テレビレギュラー 

NHK-E 「テストの花道」 毎週月曜 19:25～19:55  

[再放送] 毎週土曜 10：00～10：30 

<雑誌>竹書房 「Top Yell」隔月 6 日発売 「アップアップガールズ（仮）の学んでみた」 連載中 



■アップアップガールズ（仮）メンバー profile 
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仙石みなみ  

■赤  

生年月日： 

1991 年 4 月 30 日  

出身地：宮城県 

古川小夏  

■ピンク  

生年月日： 

1992 年 6 月 5 日 

出身地：神奈川県 

佐藤綾乃  

■紫 

生年月日： 

1995 年 1 月 7 日 

出身地：神奈川県

森咲樹  

■Green  

生年月日： 

1993 年 10 月 12 日

（大学 2 年生）  

出身地：神奈川県 

 

佐保明梨  

■黄色 

生年月日: 

1995 年 6 月 8 日 

（高校 3 年生） 

出身地；東京都 

関根梓  

■オレンジ 

生年月日： 

1996 年 6 月 14 日

（高校 2 年生）  

出身地：長野県 

新井愛瞳  

■青 

生年月日： 

1997 年 11 月 19 日

（高校 1 年生） 

出身地：群馬県 

 

 

Ｄｉｓｃｏｇｒａｐｈｙ 

 

 

 

 

 

 

 

 
2012/12/5 release 

チョッパー☆チョッパー/ 

サバイバルガールズ 

TPRC-0026 \1,000（税込） 

2013/2/20 release 

リスペクトーキョー 

/ストレラ！～Straight Up !～ 

TPRC-0033 \1,000（税込） 

2013/3/13 release 

SAKURADRIVE/Dateline 

TPRC-0034  \1,000（税込） 

 

 

 
(DVD) 2013/4/3 release 

アップアップガールズ（仮） 

2ndLive 六本木決戦（仮） 

TPRD-0003  \6,000（税込） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2013/6/5 release 

銀河上々物語 / Burn the fire!!/ 

ナチュラルボーン・アイドル 

TPRC-0046 \1,000（税込） 

2013/7/24 release 

サマービーム！ /  

アップアップタイフーン 

TPRC-0049 \1,000（税込） 

2013/4/10 release 

Next Stage/あの坂の上まで、 
TPRC-0037 \1,000（税込） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
2013/9/4 release 

SAMURAI GIRLS /  

ワイドルセブン 

TPRC-0053 \1,000（税込） 

2013/10/30 release 

Starry Night / 青春ビルドアップ 

TPRC-0062 \1,000（税込） 

 

 

 

 2013/7/31release 

【DVD】 アップアップガールズ（仮） 

3rd LIVE 横浜 BLITZ 大決戦（仮） 

（2 枚組） 

TPRD-0005 \6,000（税込） 

2013/8/28release 

【DVD】アップアップガールズ（仮） 

THE DVD 

～ミニ MV 集 おまけつき～ 

TPRD-0006 \1,800（税込） 
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■ アップアップガールズ（仮） 最新インフォメーション 

・2013 年 11 月 24 日（日） ヤマダ電機家電フェアー ＠グリーンドーム前橋 

・2013 年 12 月 1 日(日)＠AKIBA カルチャーズ劇場  

～定期公演 59 回 少し遅めの 新井愛瞳誕生日スペシャル～ 開場/12：30 開演/13：00 

～定期公演 60 回 年末年始ビフォア公演 Vol.1～ 開場/15：30 開演/16：00 

～定期公演 61 回 年末年始ビフォア公演 Vol.2～ 開場/18：30 開演/19：00 

・2013 年 12 月 13 日（金） アップアップガールズ（仮）vs.大森靖子 ＠渋谷 clubasia 

・2013 年 12 月 15 日（日） T-Palette Records 感謝祭 2013 ＠ラフォーレミュージアム六本木 

・2013 年 12 月 15 日（日） カプリコクイーン決定戦 ＠六本木ニコファーレ 

・2013 年 12 月 22 日 (日) Fm yokohama 主催 聖なる夜の贈りもの 2013 in 赤レンガ「アップアップガールズ（仮）アプガ第

二章（仮）クリスマスイブイブイブ決戦 ～横浜赤レンガ～」 ＠横浜赤レンガ倉庫 1 号館 3F ホール 

・2013 年 12 月 28 日 (土) 「アップアップガールズ（仮）アプガ第二章（仮）大晦日イブイブイブ決戦 ～CLUB CITTA’～」 

＠CLUB CITTA'  

・2014 年 1 月 1 日 (水) 「アップアップガールズ（仮）アプガ第二章（仮）2014 年元日決戦 ～赤坂 BLITZ～」＠赤坂 BLITZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

虹色モザイク 作詞・作曲・編曲 : PandaBoY 

 

君に…ずっと言いたくて ねぇ 

君に… 

「…好きだよ？」 

 

君に…もっと会いたいの ねぇ 

君に…連れていってほしいの 

虹色の夢を叶えに行こうよ 

みんなで 

 

この先には何があるの？ 

君には何が見えるの？ 

白い雲の向こう側に 

キラキラしたモザイクが 

 

チョットだけ不安だったけど 

君と一緒なら怖くない 

ドキドキするこの気持ちも 

ちょうどいいのかもね 

 

一人じゃできないことも 

ぎゅっと手を繋いでさぁ  

乗り越えて行こう 

 

君に…もっと会いたいの ねぇ  

君に…連れていってほしいの 

虹色の夢を叶えに行こうよ 

みんなで 

 

使い捨てだらけで 

溢れてる世界の端っこで 

たまに泣きそうだったけど 

君と会えたの嬉しくて 

 

この気持ちちょっと伝えたい 

でもなんか恥ずかしくて 

ありふれた言葉だけれど 

運命なのかもね 

 

立ち止まってる時間はない 

せーので飛び越えて  

光掴みに行こう 

 

君に…もっと会いたいの ねぇ  

君に…連れていってほしいの 

いつか 最高の笑顔で言いに行くの 

「ありがとう。」 
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ENJOY!! ENJO(Y)!! 作詞 NOBE 作曲・編曲 michitomo  
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結婚したのが アメリカ人 
まぁ、んなわけで 朝起きて 
突然 茶髪になってたの～っ♪ 
 
それと茶髪は関係ないですね。 
 
えっっ!?!?!? 
 
準備はいいかぁーっ!! 
 
イエ～イ さん、はいっ!!! 
 
エンジョイ!! EN－JO(Y)!! イエッセッショー 
エンジョイ!! EN－JO(Y)!! トゥザビッチョー 
みんなで･･･できるかなっ♪ イェイ 
エンジョイ!! EN－JO(Y)!! イエッセッショー 
エンジョイ!! EN－JO(Y)!! トゥザビッチョー 
おいでよ･･･２番も アッホー 
 
ドンキがあれば 幸せだね 
ウチらの地元 マジでパネーから 
EN－JO(Y)!!!!! 
ソウルメイトさ 永遠だね 
宝物だよ 朝から朝まで 
やめらんね〜っ!!!!! 
 
イェイ×3 
進学も 就職も 
なんとかなるし考えてない 
それよりも 既読なのに 
返信ないの ありえなくない？ 
 
エンジョイ!! EN－JO(Y)!! ハチャメチャ EN－JO(Y)!! ×4
しつこいんじゃない? しつこいんじゃない?  
しつこすぎて飽きちゃうんじゃない? 
飽きちゃうんじゃない? 飽きちゃうんじゃない?  
飽きないならヤバイんじゃない? 
エンジョイ!! EN－JO(Y)!! ×6 
 
と〜り〜ま〜!! 
リスペクトーキョー!! 
 
エンジョイ!! EN－JO(Y)!! イエッセッショー 
エンジョイ!! EN－JO(Y)!! トゥザビッチョー 
みんなで･･･できるかなっ♪ イェイ 
エンジョイ!! EN－JO(Y)!! イエッセッショー 
エンジョイ!! EN－JO(Y)!! トゥザビッチョー 
おいでよ･･･みんなも一緒に アッホー 
 
友達となら 安心だね 
ウチらの絆 マジでヤバイから 
EN－JO(Y)!!!!! 
イツメンとなら 特別だね 
青春だから とことんやんなきゃ 
エンジョイ!!!!! 
黒歴史でもいいじゃん♪ 
一生懸命 バカやるって超大変っ!!(>_<) 
 
イエッセッショー トゥザビッチョー 
エンジョイ!! EN－JO(Y)!! バンザーイ!!! 

イェ～イ  
ウチらギャルって世界の中心じゃね？ 
てか時代作っちゃうんじゃね？ 
 
レッツゴー!! わけわかめっ♪＼(^o^)／ 
 
エンジョイ!! EN－JO(Y)!! イエッセッショー 
エンジョイ!! EN－JO(Y)!! トゥザビッチョー 
みんなで･･･できるかなっ♪ イェイ!! 
エンジョイ!! EN－JO(Y)!! イエッセッショー 
エンジョイ!! EN－JO(Y)!! トゥザビッチョー 
ひとりじゃ･･･できないもんっ♪ 
 
リア充サイコーっ!! イェー  
あらぶるサイノーっ!! フー 
高まるぅ～っ!! ハイ  
きっとウチらフリーダム!!  
 
は～じま～るよ～っ!!! 
 
どこでも自宅に早変わり What？ 
地ベタで ごきげん ガールズトーク 
気になるモノゴト エトセトラ 
とにかく言っとけ ｢カワイイっ♪｣ 
 
つけまつけたら 嘘デカおめめ 
オシャレと恋には命懸け Oh… 
大人の小言は右から左 
そもそも周りの大人とか 
気にしないっ!! へ～ぇ  
気付かないっ!! ふ～ん 
見えてないっ!! ないっ!!×3 
盛り上がっていくよーっ!! 
 
エンジョイ!! EN－JO(Y)!! イエッセッショー 
エンジョイ!! EN－JO(Y)!! トゥザビッチョー 
みんなで･･･できるかなっ♪ イェイ  
エンジョイ!! EN－JO(Y)!! イエッセッショー 
エンジョイ!! EN－JO(Y)!! トゥザビッチョー 
おいでよ･･･みんなも一緒に 
エンジョイ!! EN－JO(Y)!! イエッセッショー 
エンジョイ!! EN－JO(Y)!! トゥザビッチョー 
生きてる･･･証しだねっ♪ イェイ 
エンジョイ!! EN－JO(Y)!! イエッセッショー 
エンジョイ!! EN－JO(Y)!! トゥザビッチョー 
ひとりじゃ･･･できないもんっ♪ アッホー 
 
放課後いつも サイゼだよね 
ドリンクバーで 色々混ぜて 
EN－JO(Y)!!!!! 
イツメンとなら 特別だね 
青春だから まだまだ続くよ 
いっちゃって〜っ!!!!! 
 
父方の お爺ちゃんの 
お母さん方のお婆ちゃんの 
姉ちゃんところの三男坊 


