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T-Palette Records 感謝祭 2013 にてサプライズ発表

アップアップガールズ（仮）初の全国ツアー開催決定！
2014 年 3 月 21 日 名古屋を皮切りに全国 14 ヶ所での開催！
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、2014 年自身初となる
全国ツアーを開催する事が決定いたしました。
この初の全国ツアーは、12 月 15 日（日）に開催された T-Palette Records 感謝祭 2013 にてサプライズという形で明かさ
れたもの。アップアップガールズ（仮）とのトークコーナーにおいて、タワーレコード代表取締役社長嶺脇育夫は、“「アップア
ップガールズ（仮）七大都市（仮）化 作戦」と題したメンバー7 名の全国ソロプロモーションの成果、さらにこの日行われた
T-Palette Records 感謝祭 2013 のイベントでの大トリとしてのパフォーマンスを見てツアー開催の決定に至った”と、アップア
ップガールズ（仮）の 2013 年の成長に太鼓判を押しての全国ツアー開催への運びとなりました。2014 年 3 月 21 日名古屋決
戦を皮切りに、全国 14 都市、南は熊本、北は札幌まで、2 ヶ月間にかけて全国を駆け巡る日程となります。
そして前回のサプライズ発表で言われていた通り、今回の全国ツアーの成功が、予てからの念願であった中野サンプラザで
の単独ライブに繋がるという位置づけとなっていることも、是非ご注目ください。
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 ワンマンライブ模様
を収めた DVD 発売、そして 12 月 25 日（水）には 2013 年を締めくくるニューシングル「虹色モザイク/ENJOY!! ENJO(Y)!!」の
リリースも決定し、年末年始には 3 つのワンマンライブを控えるなど、相変わらず走り続けるアップアップガールズ（仮）。この
勢いそのままに 2014 年も立ち止まることなく全力で走りきる年となりそうです！

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/

ご取材、お問い合わせ先： T-Palette Records制作デスク 吉野 T:03-4332-0752
タワーレコード広報室 谷河,高橋,松本,伊早坂 T:03-4332-0705 email: press@tower.co.jp
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アップアップガールズ（仮）1st 全国ツアー
アプガ第二章（仮） 進軍〜中野に向かって〜

名古屋決戦 3 月 21 日（金祝） BOTTOM LINE（愛知）
大阪決戦 3 月 22 日（土） umeda AKASO（大阪）
神戸決戦 3 月 23 日（日） Kobe SLOPE（旧神戸ウィンターランド）（兵庫）
盛岡決戦 4 月 5 日（土） 盛岡 CLUB CHANGE WAVE（岩手）
仙台決戦 4 月 6 日（日） 仙台 Rensa（宮城）
札幌決戦 4 月 20 日（日） 札幌ペニーレーン 24（北海道）
福岡決戦 4 月 27 日（日） 福岡 DRUM LOGOS（福岡）
熊本決戦 4 月 29 日（火祝） 熊本 DRUM Be-9v1（熊本）
松山決戦 5 月 4 日（日） 松山サロンキティ（愛媛）
高松決戦 5 月 5 日（月祝） 高松 MONSTER（香川）
広島決戦 5 月 10 日（土） 広島 CLUB QUATTRO（広島）
岡山決戦 5 月 11 日（日） 岡山 CRAZYMAMA KINGDOM（岡山）
高崎凱旋 5 月 24 日（土） 高崎 club FLEEZ（群馬）
新潟決戦 5 月 25 日（日） 新潟 LOTS（新潟）
各種チケット、詳細についてはオフィシャル HP でご確認をください。
問合わせ：オデッセー 03-5444-6966（平日 11～18 時）
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）

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
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アプガ第二章（仮）開戦（仮）ツアードキュメント（仮）THE DVD

アプガ第二章の夏の記憶。
怒涛のスケジュールの中で行われた様々なフェスやイベント、そして初の単独ツアー。幾多の戦いを経て、7人がつかんだ
成長の証を存分に見せつけた赤坂BLITZでの決戦は、激しさと楽しさと感動と幸福感に満ちた、アプガの底力が詰まりに詰
まった必見のライブだ！
DISC2には、灼熱の夏の戦いの、どリアルなドキュメントがたっぷり収録。アプガの汗と涙とエモーションに、思わず“この7人
すごい！”と言ってしまうこと間違いなし！！ライター土屋恵介

■「アップアップガールズ（仮）七大都市（仮）化 作戦」
（仮）化作戦とは・・・
アップアップガールズ（仮）がその地域を発信地として全国的に認知度を高めるために、タワーレコードエリアマネージャー
（仮）に就任し、担当地域へのプロモーションを図り、レコードショップや街中を（仮）で溢れさせることを目的とした作戦
◆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）
仙台地区（拠点店舗：タワーレコード仙台パルコ店）
東京地区（拠点店舗：タワーレコード秋葉原店）

古川小夏
仙石みなみ

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

【七大都市（仮）化作戦 エリア限定特典ポスター（A3 サイズ）】
■対象商品 12 月 25 日（水）発売「虹色モザイク／ENJOY!!ENJO(Y)!!」
各対象店舗にて対象商品を 1 枚ご購入に、各ポスター1 枚をお渡しさせていただきます。
※前金予約ご購入分にはポスター特典はつきません。
※12 月 24 日（火）店着日より特典配布は開始となります。ポスター数には限りがございます。先着順にての配布となります
ので、無くなり次第終了となります。取置きはございません。
【北海道地区】（古川小夏）

【仙台地区】仙石みなみ

【東京地区】佐保明梨

タワーレコード札幌ピヴォ店

タワーレコード仙台店

タワーレコード秋葉原店、池袋店
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【大阪地区】（佐藤綾乃）
【名古屋地区】（関根梓）
タワーレコード名古屋パルコ店、近鉄パッセ店

【福岡地区】（新井愛瞳）
タワーレコード福岡店

タワーレコード梅田 NU 茶屋町店、難波店、
梅田マルビル店、神戸店、京都店

【広島地区】（森咲樹）
タワーレコード広島店

【総本山】
タワーレコード新宿店特典として、対象商品 1 枚ご購入のお客様に
下記集合写真、さらに各メンバー、エリア別のソロショットポスカサイズ
生写真（集合 1 種＋ソロ 7 種）をランダムにて配布いたします。

■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。
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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

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

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

佐藤綾乃
■紫
生年月日：
1995 年 1 月 7 日
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
新井愛瞳
■オレンジ
■青
生年月日：
生年月日：
1996 年 6 月 14 日 1997 年 11 月 19 日
（高校 2 年生）
（高校 1 年生）
出身地：長野県
出身地：群馬県

Ｄｉｓｃｏｇｒａｐｈｙ

2012/12/5 release

2013/2/20 release

2013/3/13 release

チョッパー☆チョッパー/

リスペクトーキョー

SAKURADRIVE/Dateline

サバイバルガールズ

/ストレラ！～Straight Up !～

TPRC-0034

TPRC-0026 \1,000（税込）

\1,000（税込）
(DVD) 2013/4/3 release

TPRC-0033 \1,000（税込）

アップアップガールズ（仮）
2ndLive 六本木決戦（仮）
TPRD-0003

2013/4/10 release

2013/6/5 release

2013/7/24 release

Next Stage/あの坂の上まで、

銀河上々物語 / Burn the fire!!/

サマービーム！ /

TPRC-0037 \1,000（税込）

ナチュラルボーン・アイドル

アップアップタイフーン

TPRC-0046 \1,000（税込）
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TPRC-0049 \1,000（税込）

\6,000（税込）

2013/7/31release

2013/8/28release

【DVD】 アップアップガールズ（仮）

【DVD】アップアップガールズ（仮）

3rd LIVE 横浜 BLITZ 大決戦（仮）

THE DVD

（2 枚組）

～ミニ MV 集 おまけつき～

TPRD-0005 \6,000（税込）

TPRD-0006 \1,800（税込）

2013/9/4 release

2013/10/30 release

SAMURAI GIRLS /

Starry Night / 青春ビルドアップ

ワイドルセブン

TPRC-0062 \1,000（税込）

TPRC-0053 \1,000（税込）

■ アップアップガールズ（仮） 最新インフォメーション
・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
・2014 年 2 月 6 日（木）THE ポッシボーvs 吉川友 vs アップアップガールズ（仮） ＠新宿 BLAZE
・2014 年 2 月 8 日（土）THE ポッシボーvs 吉川友 vs アップアップガールズ（仮） ＠梅田シャングリラ
・2014 年 2 月 23 日（日）THE ポッシボーvs 吉川友 vs アップアップガールズ（仮） ＠伏見 JAMMIN
・2014 年 3 月 8 日（土）THE ポッシボーvs 吉川友 vs アップアップガールズ（仮） ＠仙台 darwin
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