
DISC 1

( ともちぃ ) ありがとね
( わっかー ) ほんとにね
( むうたん ) 泣きそうだった 楽しくて
( のんの ) またあおね　つぎの日曜日
(4 人 ) きっとここで過ごそね

( わっかー )
今日 はじめて着てみた
ちょっと自信ない服
あなた笑って
すぐにほめてくれた

( のんの )
一緒に歌ってみた
ママの世代の歌も
不思議なくらいに
新鮮に聴こえた
 
( ともちぃ ) やくそくの橋を渡って
違う場所にかえる
( ともちぃ・むうたん・わっかー )
ないしょだよ 秘密言葉

君に　Lovin' You!　Lovin' You!
届きますように　絶対　君が好き！
もどかしいこの距離を越えて きっと

空に響いてる　あの鐘の音が
同じ時　刻む　　いつでも一緒だった
凍えるビルの上　二人身を寄せて
暖め合った　見下ろす街明かり

星のカケラも　いつかは掴める
今もあの景色を忘れない

君に　Lovin' You!　Lovin' You!
届きますように　絶対　君が好き！
もどかしいこの距離を越えて
ずっと　Lovin' You!　Lovin' You!
辛い時だって　絶対　あきらめない！
信じてる　愛 know Power Of Love　きっと

独り歩く街は　風が冷たくて
君を思い出す　メール送ってみる
待ち合わせするフリ　バレないように
恋人たちの笑顔　すり抜けてく

♬
(4 人 )「ラリリレル」
ほんとだよ
あなたにしか 言わないよ

「ラリリレル」
あなたも言ってね
それだけで歩けるよ

( ともちぃ・わっかー )
ありがとね
ほんとにね
(４人 ) 泣きそうだった うれしくて
( むうたん・のんの )
またあおね
つぎのお休みも
(４人 ) ずっとここで過ごそね

< 間奏 >

( のんの・ともちぃ )
寂しんだ
ほんとはね
だけど笑顔で サヨナラ
( むうたん・わっかー )
そすればね
げっかーすいもっきんどー
楽しくいられるね

( のんの・ともちぃ )
どうしょうかな
ケータイも
メールもしないにしよかな
( むうたん・わっかー )
そしたらね
想いふくらんで
もっと好きになるかも

♬ Refrain

( 左から）
五十嵐 夢羽（いからしむう）
ニックネーム むうたん
誕生日 1 月 5 日　中学１年生

宇野友恵（うのともえ）
ニックネーム ともちぃ
誕生日 ４月１日　中学３年生

大石若奈（おおいしわかな）
ニックネーム わっかー
誕生日 ７月１７日　中学２年生

佐藤乃々子 （さとうののこ）
ニックネーム のんの
誕生日 １１月２４日　高校３年生

北海道札幌市出身、ダンス＆ボーカルユニット！

もともと北海道札幌市にあるタレントスクールで
出会った二人が、それぞれ別々の理由で上京。
紆余曲折を経て、2011 年 2 月、
R☆M（ラム）結成へと至る。
2011 年 3 月末にデビュー記念ワンマンライブを
行ない、2011 年 7 月 1 日、
1stCD『キセキの SPARK』をリリース！　
ボーカルとダンスのさらなる向上を目指す。

寂しい夜　いつも君から
優しい声で　元気くれるから

君に　Lovin' You!　Lovin' You!
会いたい気持ちを　絶対あわてない！
一番大切でしょ？　タイミング

きっと　Lovin' You!　Lovin' You!
神様がくれた　チャンス逃さないよ
ゆっくりと回る NORIA　乗って行こう

未来を叶えたい　君と
どんなときも　忘れないで　信じているから

君に　Lovin' You!　Lovin' You!
会いたい気持ちを　絶対あわてない！
一番大切でしょ？　タイミング

きっと　Lovin' You!　Lovin' You!
神様がくれた　チャンス逃さないよ
ゆっくりと回る NORIA　乗って行こう

仙台から誕生した 5 人組アイドルグループ。
メンバー全員が仙台在住。
2010 年 8 月にインディーズシングル「ジャンプ！」
をリリース。活動拠点の東北地方で絶大な人気を誇り、
2011 年 3 月に avex trax よりメジャーデビュー。
質の高いヴォーカル＆ダンスのパフォーマンスと真直ぐで元気なキャラクターが注目を集め、2012 年 7 月 11 日にリリースされたシングル「飛び出せ！サマータイム」は
オリコンデイリーチャート 2 位（7/16 付）、12 月 5 日にリリースされたシングル「風よはやく」はウイークリーチャート 17 位（12/17 付）2013 年 1 月 9 日にリリースされた
異端アイドル BiS との「奇跡のコラボ」としてアイドル界に衝撃を与えたコラボレーションシングル「GET YOU」がデビュー以来最高位となるオリコンウイークリチャート 11 位（1 月 15 日付）
を記録デビュー以来の最高位を記録。キャッチコピーは「 聴けばカラダが踊りだす。見ればみんなが恋をする。」

歌詞掲載しばらくお待ち下さい。
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チョコレートディスティニー 甘いこの運命さえ
チョコレートディスティニーよ 鼓動が早くトキメク

チョコレートディスティニー 甘いこの運命さえ
チョコレートディスティニーでも 終わりを告げる
甘い香りに 誘われてゆく

お菓子の森に 今ね さまよい込んでいるの
不思議 ただ ここは 秘密スイーツワンダーランド
二人の恋もずっと Ah- こんな甘さ満たし
ずっと愛し続けてるキミをただ

セルロイドな星 掴みにゆける
この森抜けたら 受け取る運命

チョコレートディスティニー 甘いこの運命さえ
チョコレートディスティニーでも 終わりを告げる
チョコレートディスティニー 甘いこの運命さえ
チョコレートディスティニーよ 鼓動が早くトキメク

夕方のやわらかな風が運んだ出会い
「また会おう」　桜の花が咲くころ

ハノイの街に春が来たね
半袖のシャツ着て腕を組んで歩こう
ハノイの街で君と二人
会えた夜から素敵が動き始める

一緒に歌って　イット　ニャット　一緒に笑って
去年より少しわかり合えてる

この街に降り積もる千年の時と
今君が歩き出す新しい靴の音
夕方のやわらかな風が運んだ出会い

「また会おう」　桜の花が咲くころ

携帯のアドレスを交換して
小さな約束「きっとメールするから」
言葉と海を越えて　いつでも君と
同じ夢を見てる　身近に感じてる

一緒に歌って　イット　ニャット　一緒に笑って
振り向いた先で　君が手を降る

この街が積み重ねた千年の時に
今君が重ねる手は永久（とわ）の平和への祈り
朝焼けの光の中交わす　最後の言葉

「また会おう」　桜の花が咲くころ

この街に降り積もる千年の時と
今君が歩き出す新しい靴の音
夕方のやわらかな風が運んだ出会い

「また会おう」　桜の花が咲くころ

この街が積み重ねた千年の時に
今君が重ねる手は永久（とわ）の平和への祈り
朝焼けの光の中交わす　最後の言葉

「また会おう」　桜の花が咲くころ

素敵な光 今ね Ah- 降り注いでいる
月明かり ここは 秘密スイーツワンダーランド
お菓子の森はずっと Ah- 甘い香り満たし
ずっと愛し続けてるキミをただ

セラミックな月 掴みにゆける
この森抜けたら 受け取る運命

チョコレートディスティニー 深いこの森の奥
チョコレートディスティニーでも 魔法がかかる
チョコレートディスティニー キミのこの運命さえ
チョコレートディスティニーよ 鼓動が早くキラメク

チョコレートディスティニー 甘いこの運命さえ
チョコレートディスティニーでも 終わりを告げる
チョコレートディスティニー 甘いこの運命さえ
チョコレートディスティニーよ 鼓動が早くトキメク

ダンス＆ヴォーカルユニット「テクプリ」は
平均年齢 17 歳。東北発信源ユニット「スプラッシュ」
から全国メジャー発信を掲げ、スピンアウトした 4 名。
楽曲とダンスのクォリティの高さに定評があります。
東京アイドルフェスティバル初回より 3 年連続出演。
フォトデジタルテクニック（光玄社発行）において、
6 ページの特集が組まれ、
別冊ミニ写真集が発行されました。
4 名それぞれが、モデルとして様々な媒体において
活動するなか、サブリーダーの RIO はミスヤングチャンピオン 2011 グランプリを獲得するなど、多方面で活躍中。
地元の発展に貢献した実績により、2009 年宮城県警本部「自転車安全利用マナーアップ大使」に任命され、現在も宮城県のキャンペーン活動では
積極的に取り組んでいます。2012 年には「宮城県赤十字血液センター Teen's 献血アンバサダー」として、献血の重要性をティーンエイジャーへ伝える
役割を果たしています。

みちのく仙台 ORI☆姫隊は、
宮城県仙台市を中心に被災地の小中学生が集まり
201１年 7 月に立ち上がった復興支援アイドルグループ。
リーダー NODOCA（13)、サブリーダー ERINA(16)、サブリーダー HANNA(14) 、RINA(14)、YUNA(13)、
ANNE(12)、YURIA(13)、ERI(13)、MARIE(11)、SORA(11)、KAREN(10)、MINAMI(14)　以上１２名。
募金活動や、仮設住宅訪問、仮設店舗の応援、物資を調達など、ボランティア活動をしながら、
芸能活動を行っている。
２０１１年４月には、義援金の御礼にベトナム公演も行っている。
デビュー曲の復興支援ソング『I'M HOME』は ENGLISH VER. も歌っている。
メンバーの目標は【アジアを代表するアイドルになる！】仙台、城、東北、日本を世界に向けて情報発信できるように頑張っている。

2003 年７月 Negicco 結成。
「恋するねぎっ娘」で CD デビュー。
NHK ポップジャム出演をきっかけに全国的に注目される。
2010 年 12 月地方アイドル No.1 決定戦グランプリ受賞。
見事、日本一の座を獲得！
2011 年 6 月タワーレコードアイドル専門レーベル T-Palette Records 加入。
その後、雑誌『ウレぴあ』主催「あなたが選ぶベストアイドルソング 2011 決定戦」第１位、フジテレビ「めちゃ ×2 イケてるッ！」エンディング曲に「圧倒的なスタイル」が
選ばれるなど話題を集める。そして、2012 年 12 月代官山 UNIT でのワンマンライブ満員御礼、2013 年 2 月 13 日には西寺郷太氏プロデュースのシングルを発表した。

お野菜　さい　さい　野菜　好き（ヨイヨイ）
シャキ シャキ シャキ シャキ　パ～リ パリ
ビタミン　ミネラル　食物繊維
お野菜食べると　おなかもキレイ（サノヨイヨイ）

おにぎり　にぎ　にぎ　にぎり好き（ヨイヨイ）
ホカホカご飯で　アチチと　にぎる
バランスとれている　日本食
おにぎり食べると　力がわく（サノヨイヨイ）

Version 2：園児編



DISC 1

晴れ渡る　青い空　今日はあなたとドライビングデート
手作りのお弁当　挑戦　うまく出来たかな？

はじめてのこと何だって　あなたのためなら　頑張れちゃう♥
優しく微笑む　その瞳に　恋に（おちる）　心（奪う）
もう止められない

笑顔はじける　Happy Smile　笑顔こぼれる　Happy Time
辛いことも忘れられるよ
いつでも絶やさず　Happy Smile　気持ち高まる　Happy Time
隠しきれない　この想い　今　届けよう

忙しく　会えない日　携帯が鳴る受信メール
何気ない文字ひとつ　胸がキュンって鳴る

あなたとのこと何だって　嬉しすぎて顔が　ニヤけちゃう♥
頭ポンポンと叩くあなたに　恋に（おちる）　心（奪う）
もう止められない

笑顔はじける　Happy Smile　笑顔こぼれる　Happy Time
嫌なことも吹き飛んじゃうよ
いつも一緒に　Happy Smile　あなた一緒に　Happy Time
そばに寄り添い　繋いだ手　今　絡み合う

笑顔はじける　Happy Smile　笑顔こぼれる　Happy Time
辛いことも忘れられるよ
いつでも絶やさず　Happy Smile　気持ち高まる　Happy Time
隠しきれない　この想い　今　届けよう

あなたと　Happy Smile

みんなに出逢えて
みんなが居てくれて
私達があるから
みんなに支えられ
みんなに愛される
光でありたい

どんな時でも踊り続けた
みんなの笑顔見たくて
流した汗も涙も
今は大切な思い出

声が枯れても歌い続けた
届けたい想いを

「ありがとう」なんて照れるけど
心からそう思うんだ

淋しい・辛い・悲しくても
私達がいる
いつだって笑いながら
一緒にいるよ　いつも「ありがとう」

みんなに出逢えて
みんなが居てくれて
私達があるから
みんなに支えられ
みんなに愛される
光でありたい

虹の向こうに夢があるなら
みんなと叶えたい
踏み出す勇気になるから
繋いだ手離さないで

約束するよ変わらないこと
伝えたい気持ちは
胸いっぱいの「ありがとう」
心からそう思うんだ

泣きたい・諦めそうな時は
私達がいる
いつだって思い出して
一人じゃないこと　ずっと「一緒だよ」

みんなに巡り会い
みんなに励まされ
私達があるから
みんなに信じられ
みんなに守られる
光でありたい

私達が出逢えたこと
決して偶然じゃない
これから先何があっても
思いっきり　抱きしめて
ずっとずっと　好きでいてね

みんなに出逢えて
みんなが居てくれて
私達があるから
みんなに支えられ
みんなに愛される
光でありたい

「ありがとう」みんなへ
「ありがとう」これからも
笑顔を届けるから

「ありがとう」いつでも
「ありがとう」みんなの
ほいがるでいるから

北海道発！育成型フルーツアイドル

鮮度満点！新鮮なアイドルグループ！
キュートでフレッシュなフルーティー達が、
北海道札幌を拠点に全国を飛び回る！

さぁ私たちを美味しく召し上がれ♥

４人の息がぴったり合ったパフォーマンス＆
とびっきりの笑顔と元気あふれるステージで、
皆様に笑顔と元気をお届けします！
札幌を中心に活動する元気系アイドルユニット
ホイップ★Girls をよろしくお願いします！

2011 年４月、ファンの投票オーディションを経て
WHY＠DOLL が結成されました。
同年 8 月 21 日にはデビューライブを行い、
初日動員数は 160 名を記録。2012 年には
2 枚のシングルを発表し、夏には東京へも活動の
場を広げ、月 1 回以上のペースで東京への
チャレンジを続ける、今が旬のアイドルユニットです。
2013 年は Snow＊Drop（別ユニット）から浦谷はるなが移籍、3 人体制での新たなスタートとなりました。
弊社アイドルプロジェクトの本体「Team　くれれっ娘！」1st メンバー派生ユニットのトップユニットとして、
最高のパフォーマンスをご提供すべく、日々レッスンを行なっています。WHY＠DOLL の躍進はこれからも続きます。

急ぐように夜が明けて
目が覚めれば今日も
あの憧れ描いて動き始める
先の見えない不安抱え
それでもただ前へ
そんな君の背中は
独りじゃないはずさ

過ぎてく時間に
また一つなくしても
大切なものは　いつもそう
君の瞳（め）を　見つめてるよ

力にして

どこまでも羽ばたいて
君ならもっと高く飛べる
信じる強い心を　忘れないで
目指す光の先まで
加速していく想い胸に　輝け
つかみ取るのさ
君だけの未来（あす）を

長い長い旅路（みち）の途中
何度つまづいても
ほら誰かの優しさに支えられてる
涙　痛み　迷いながら
それでもまた前へ
そんな君の背中に
溢れ出す希望

過ぎてく時間に
形を変えてしまっても
大切なものは　いつもそう
君と手を　繋いでるよ

離さないで

どこまでも追いかけて
君ならきっと叶えられる
信じる強い心を　忘れないで
遮る嵐の中も
乗り越えられる勇気胸に  輝け
つかみ取るのさ
君だけの未来（あす）を

遠くまで　向かい風を受けて
まだ知らない自分（せかい）
探し続ける　終わりはないさ

その翼で

どこまでも羽ばたいて
君ならもっと高く飛べる
信じる強い心を　忘れないで
目指す光の先まで
加速していく想い胸に　輝け
つかみ取るのさ
君だけの未来（あす）を
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窓を開ければ　冷たい風　吹き抜け
舞い上がる粉雪　サイドミラーに映す

やっと迎えた休日
待ち焦がれてた　winter chance
気合入れて　オシャレして　恋の唄　口ずさんで

続くカーブ　右に曲がれば　もうそこはパラダイス★
思いっきり　楽しんじゃおーっ！！

※ さあ一緒に　出掛けよう！！
ボード担ぎ　車に乗って　私の一番
好きな場所へ　wow wow～
もうなんだか有頂天

「盛り上がっていきましょ！」
今始まった　冬の Story

歌詞掲載しばらくお待ち下さい

北海道発！育成型フルーツアイドル

鮮度満点！新鮮なアイドルグループ！

アイドル育成居酒屋 OHANA にて、
連日 LIVE 開催中。

2011.11.1 結成
直訳すると「天使世代」ですが、
メンバー全員、皆様の天使となって、
癒しを、そして元気をあたれることができればと、
そんな願いがこめられています。

仙台産エンタメガールズユニットＢ♭（ビィフラット）。
歌・ダンスのライヴを仙台を中心に活動中！
 
新生ビィフラットまもなく登場します！

春の風に背中押され　　二人乗りしてた自転車
通いなれた道もなぜか　少し寂しさを感じる

ありふれた言葉に本気のマーク　　まだ伝えきれないけど
それだけじゃ何か物足りないんじゃない？　　ほら　いつもの顔してよ

桜の花が散るその前に　　伝えたい事たくさんあるよ
笑わず今は聞いてよね　ホント君に出会えてよかったよ

嬉しい時も笑える日も　　いつも二人で過したね
悲しい事も泣いた夜も　　きっと思い出になるから

ありふれた言葉に本気のマーク　　まだ伝えきれないけど
それだけじゃ何か物足りないんじゃない？　　ほら　いつもの顔してよ

桜の季節　風に舞ってる　　ピンクの花が街を包んで
大人になっても逢えるよね　ホント君に出会えて良かったよ

涙色染めてゆけサクラガ―ル　　まだ言葉に詰まるけど
それだけじゃ何か物足りないんじゃない？　　さあ思い出作ろうよ

桜の花が散るその前に　　伝えたい事たくさんあるよ
笑わず今は聞いてよね　ホント君に出会えてよかったよ

光かがやく　ゲレンデ
待ち焦がれてた　Winter Land
交差する視線に　ときめく胸の鼓動

まぶしすぎる　彼の横顔　もうこれもパラダイス？！
転んでも　しょうがないンじゃない～♪

※ さあ一緒に　出掛けよう！！
ボード担いで　リフトに乗って
ふたりの一番　高い場所へ　wow wow～
ほんの　ちょっぴりドキドキ
やっぱ　恋しちゃったかな？
どうか叶えて　冬の神様ぁ～♪

※ さあ一緒に　出掛けよう！！
チャンス到来　冬の訪れ
まぶしい　光の中へ
期待に　胸はずませて
降り積もる　雪に祈る
まだ終らない　冬の Story
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いちごの甘い蜜であなたを笑顔にする
ジューシーなあふれる気持ちを込めて

偶然あなたを見て 初めて私のちいさな
ハートのつぼみ動き出した
奇跡を信じてても 振り向いてくれないから
今声を掛けて花を咲かそう

愛を沢山そそぎ初めて 実になっていく果実のように

いちごの甘い蜜であなたを笑顔にする 
ジューシーなあふれる気持ちを込めて
私の大スキないちご色に染めるよ
降り注ぐ太陽の光を浴びて
いちご記念日を一緒に送ろう

夢を見ているだけじゃ 気持ちは届かないから
今素直になり花を咲かそう

ミツバチたちも手伝ってくれた 果汁たっぷり果実のように

キミにドキ☆ドキ好きすぎて　　
ショート寸前パニック
届いてほしぃ～のっ！マイ LOVE

目と目合うたび　魔法をかけられて
ぐるぐる頭　深呼吸→さぁ、笑顔だ！

どんな子が好き？（教えてっ！）知りたいよキミの事（もっと）
さりげなく、ほら！　　　近づいて・・・

一度しかないハツコイを　　なんとか叶えたいよ～！
泣き虫ウジウジ落ち込むけど↓↓
キミにクラ☆クラときめいて　　完全無敵ピンク
捕まえてみ・せ・るっ！ユア LOVE

いちごの甘い香りあなたを喜ばせる 
純粋なあふれる気持ちを込めて
私の大スキないちご色に染めるよ 
新鮮な自然の風を感じて
いちご記念日を一緒に送ろう

大人への階段一段ずつ あなたと登りたいの
偶然にも出会えた事を カミサマにずっと感謝して
どんな日だっていつだって 
大切にするとあなたに約束するよ

いちごの甘い蜜であなたを笑顔にする 
ジューシーなあふれる気持ちを込めて
私の大スキないちご色に染めるよ 
降り注ぐ太陽の光を浴びて
いちご記念日を一緒に送ろう栃木県を PR するユニットして 2010 年に結成、

上海万博のステージでデビュー。
2011 年 12 月 U.M.U. AWARD 2011 ファイナルステージ
出場により注目度が急上昇し、
NHK、民放各局に取り上げられる。
栃木でのイベント出演はもちろん、
つんく♂プロデュースイベント「つんつべ」、
アイドル最大イベント「TOKYO IDOL FESTIVAL」
出演など、ご当地アイドルの枠を超えた
次世代ブレイクアイドルとして、注目を集め、
2012 年 8 月 29 日ファーストシングル「とちおとめ２５のテーマ」をリリース。
オリコンウィークリーインディーズチャート第 2 位を記録。
今年度の JA 全農とちぎ「とちおとめ大使」にも任命されるなど、活躍の場を多方面に広げている。

○しず風
ジュニアアイドルとして大人気の真野しずく・
立花風香の二人がユニットを結成 !!
かわいいアイドルとしての活動の他、
2010 年秋よりバックバンドを取り入れたライブを開始。
2011 年からアイドルとロックを融合させた、
新しいジャンル【アイドル Rock】略して【I Rock】を確立するため本格始動した。
○絆～ KIZUNA ～
美海・美空・晴子・澪の四人がユニットを結成 !!
メンバー個人として、映画・CM・グラビア・など様々なジャンルで活躍中。
ステージにてしず風と【I Rock】のパフォーマンス魅せつつ、「絆～ KIZUNA ～」の魅力でもあるダンスを披露していきます。

・れいかプロフィール [ReAlly Sisters]
1994.8.13　 Ｏ型
趣味：ダンス　My Like：まんが大好き

・梨ＧＡＬプロフィール [ReAlly Sisters]
1996.4.24　 A 型
趣味：ブレイクダンス　My Like：お芋と梨

メール送ろう　　とびっきりのデコメで♪
ライバル達に　　差を付けて→勝利しちゃえ！

勇気を出すぞ！（ファイっ！）告白の時が来た（ついに）
タイムング、良く　　呼び出して・・・
GO　GO　Let´sGO ！　イケイケ！自分！

二度とは来ないハツコイは　　甘くて苦いメモリーズ
思い出はいつもふたりがいい
キミにドキ☆ドキ好きすぎて　　ショート寸前パニック
届いてほしぃ～のっ！マイ LOVE

キミのことが好きなんです。
こんなのはじめてです。
私の気持ちを受け止めてね・・・

キミにドキ☆ドキ好きすぎて　　ショート寸前パニック
届いてほしい！！

一度しかないハツコイを　　なんとか叶えたいよ～！
泣き虫ウジウジ落ち込むけど↓↓
キミにクラ☆クラときめいて　　完全無敵ピンク
捕まえてみ・せ・るっ！ユア LOVE
絶対！！

萌えキャラ撮るなら　いきなりさっそく即　
ハリキリナリキリ生プリ party

着ただけのつもりが　いきなりさっそく即
カラコス絡んでカラオケ party

ウィッグの宅配で　いきなりさっそく即
卓上たくさん宅コス party

ラリルンルンルンレロンロン x2

love cosplayer hah-hah
cool cosplayer hah-hah
make me feel so goo-goo-good
have a fun time whenever playing.

〃

・ななみプロフィール [Doggy Gang]
1999.1.24　AB 型
趣味：ダンスとギター　My Like：Disney

・まゆりプロフィール [Doggy Gang]
1999.9.3　 A 型
趣味 ：料理　My Like：ファッション

コスに着替えたら　いきなりさっそく即
カメコにカメラれレイヤー happy

コスネーム聞かれたら　いきなりさっそく即
クールに名乗ってくる人 happy

コスイベの合わせに　いきなりさっそく即
被らず共にコス友 happy

ラリルンルンルンレロンロン x2

 love cosplayer hah-hah
cool cosplayer hah-hah
make me feel so goo-goo-good
have a fun time whenever playing.

〃
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※キュンキュンしちゃっていんじゃない　（hu hu）
草食系ってヤバくない↓　（Ready Go!）
Bin Bin きちゃっていんじゃない　（hu hu）
肉食系ってヤバくない↑　（Ready Go!）
ウチらが時代を変える　（hu hu）
世界を引っ張れ　JAPAN girl ！　（Ready Go!）
覚悟して（hi）女がね（hi）ダメンズを（A.A.A）シカレ！

自ら手も繋げない　未だに Chu もできない
友達にはパシられ　上司にいつも怒られ

そんな臆病な男　そんな見下された奴
弱さが丸出しだわ　ウチらが変えてみせるわ　
Are you Ready（Go ！）

※　Repeat

目を閉じても眠れないよ　ドキドキしてる
心が忙しくて　宿題もまだだけれど
決められてる予定だけに　縛られてたら
自分の気持ちだって　分からなくなっていくよ

お気に入りのスケジュール帳に　
キラキラの未来を並べていこう

※Monday  Tuesdey　手を叩こう　
Wednesday  Thursday　奏でよう
どんな毎日も持ってきていいから集まろう
Friday  Saturday　いつだって　Sunday  Everyday　笑ってる
スケジュールは私が決める
ハッピーで埋めつくすカレンダー

家に居て稼がない　親のスネをかじってる
無責任で甘ったれ　アンタのママじゃないカラ！！

そんなずるがしい男　そんなだらしがない奴
ウチらが変えてみせるわ　文句なんて言わせない！
We are レディ（Go ！）

※　Repeat

何のために生まれたの？　このままの人生でいい？
変わりたいの？どうなの？　あなたの口から聞かせて

「しっかりしてよ！」

※　Repeat

地域ブランドランキング全国最下位… 
そんな群馬県を元気にするために誕生した、
群馬県のご当地アイドル AKAGIDAN-AKG- です。 
群馬県の小学校の運動会では、赤組白組ではなく、
群馬の山の名前で戦います 
赤城団、榛名団、妙義団 etc… 
ユニット名は群馬県のシンボルの一つである

「赤城山 」からの赤城団と 
A あかるく、K かわいく、G 元気よくのキャッチフレーズから。 
地域のイベント、県の PR（群馬県観光特使）、慰問活動、エコ活動等それぞれのチーム・ユニットごとに活動しています。 
ダメ男シカリンズは、ＡＫＡＧＩＤＡＮの中からできた派生ユニットです。
日本中の “ダメ男 “を日本の女子を代表して叱っちゃおう！というコンセプトのユニットです。

「ノリのいい歌で日本の男子を元気にします !!」

『長女 AYANO、次女 TSUZUMI、従妹 SAKI の 3 人組として
2009 年名古屋発！従妹姉妹アイドルユニット「Barbie Lips」として活動開始。
 2010 年 9 月 29 日 1st Maxi Single「もっとずっとキミと・・・」を全国発売。
2011 年 8 月 17 日名古屋、京都、大阪の 3 ユニットが集まり、
それぞれの活動拠点の頭文字をとり一つの 7 人組ユニット『NKO☆Lovers!!』として CD デビュー。
デビュー曲「キュンと大好き！」がメ～テレ放送ミスマガジン出演ドラマ「もっと熱いぞ！猫ヶ谷 !!」の
エンディング曲として起用されるれる。「Barbie Lips」としても 2011 年 11 月 2 日 2nd Maxi Single「Smilin’ Face」を全国発売。
2012 年 4 月 4 日 1st mini Album「バビ Bes Vol.1」を全国発売。
2012 年 10 月 10 日 3rd Single　両 A 面「電撃 POP ／ chu chu chu***」が全国発売！！
今作品は、今までの可愛いアイドル像をぶち壊すべく、勢いのある楽曲が完成！可愛いだけの、ただのアイドルじゃなつまらない！！
単純明快、高速、ポジティブロックンロール完成！！元気のない日本に゛電撃 POP” をお見舞いだ！！』

Ｔ！Ｐ（ティップ）とは、
とちぎアイドルプロジェクトの

「Tochigi Idol Project」の頭文字を取ってＴ！Ｐとなる。
とちぎアイドルプロジェクトは

「栃木県の地域密着」をコンセプトに、
栃木から全国に向けて発信していけるアイドル、
タレントを育てていきます。
またＴ！Ｐは宇都宮で毎月行われる
ホームタウンライブを中心に栃木県内をホームとし、
アウェイである県外へも積極的に進出しています。
メンバーはもちろんのこと、スポンサーに至るまで栃木にこだわり、
“栃木を盛り上げる” ために結成されたアイドル育成プロジェクトです。

好きなトコロ　キライなトコ　わからないコト
どれも自分なんだね　好きなトコ増やしたいな
間違えたり　見失ったり　救われたから
たくさんのアリガトウ　返していけたらいいな

ひとりじゃない　そう思えるだけで　
キラキラの未来を信じられそう

Monday  Tuesdey　ほめられて　
Wednesday  Thursday　怒られて
いつもアガったり　ヘコんだりしながら生きている
Friday  Saturday　願望も　Sunday  Everyday　妄想も
書き込んだら無敵になれる
ハッピーで埋めつくすカレンダー

今日が終わる　しめくくりに　たくさんのマルをつけよう
ページをめくるたび　また明日から頑張れるように

（※くりかえし）

たとえ遠く離れても　風のささやきがそっと　君を教えてくれるから
並ぶ二人の写真が　そっと織り上げてくれた　きっと　変わらないと思えるもの
 
新しい季節が　そお　雪を溶かしてく　胸に押し当てた想い
 
ずっと　ずっと　笑いかけるね　ずっと　ずっと　はなさないように 
小さくうなずいた　君に
やさしさで紡いだ花かご　沢山の愛の花をのせ　恥ずかしがらないで
言ってみる　いつまでも　一緒ね
 
窓の外には　そっと　冬の終わりを告げる　変わり始めていく　空を眺め
昨日より　少しだけ　大人に見えるね　どんな言葉よりも今
 
ずっと　ずっと　笑いかけるね　ずっと　ずっと　はなさないように
小さくうなずいた　君に
やさしさで紡いだ花かご　沢山の愛の花をのせ　恥ずかしがらないで
言ってみる　いつまでも　一緒ね
 
秘めやかな　２人の想い　やさしく光るよ
 
遠く離れてしまうけれど　ずっと２人大丈夫だよね
つないだ手を強く握り
 
ずっと　ずっと　笑いかけるね　ずっと　ずっと　はなさないように
小さくうなずいた　君に 
やさしさで紡いだ花かご　沢山の愛の花をのせ　恥ずかしがらないで
 
言ってみる　いつまでも　一緒ね
 
いつまでも　いつまでも　一緒ね
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秋の終わり突然　やってきた転校生
やたらと気になっちゃって　あっという間にフォーリンラブ

２時間目の途中で　振り向いたら君と
目と目会ったりしちゃって　冷たい視線ノーサンキュー

ごまかさないで　ホントの気持ち　
恋する心感じれば　優しくなれる

※君に　瞬間 I love you　直感 I need you
恥ずかしがらずに伝えたい　
世界で一つの　愛しさを届けたいの
君に　情熱 I love you　最強 I want you
泣きたくなるほどスキだから　ときめく二人の　
瞬間を感じたいの　I just love you

うまくいかないことばかり　泣き虫だったね私
言い訳ばかり探してた　素直な自分になれなくて

でもねある時　気づいたの　「奇跡はきっと　起こすもの」

やめないで信じること　憧れが遠くても　始めなくちゃ　始まらない

※あきらめないで　いつまでも　なりたいワタシになるの
きっと未来は変えられる　ME-CHA ME-CHA　楽しくね！
このトキメキを忘れない　待ってるだけじゃ変わらない
きっと世界も変えられる　Miracle　起こしましょ！
キセキを　この腕に※

冬が過ぎ春が来て　やってきた新学年
時間ばっか過ぎちゃって　告白なんてナッシング

クラス替えはしたけど　今年もまた一緒ね
運命かな　なんちゃって　神様ベリーベリーサンキュー

ためらわないで　傷つくことを　
勇気を出して飛び出せば　笑顔になれる

君に　瞬間 I love you　直感 I need you
照れてるばっかじゃ始まらない　
世界で一つの　愛しさよ君に届け
君に　情熱 I love you　最強 I want you
悲しくなるほど　愛してる　
震えるくらいの　瞬間を感じさせて
※繰り返し

2008 年 9 月に結成！中学生～ 20 歳の浜松ご当地アイドル 8 人組。
歌手や女優やモデルになりたくて、歌・ダンス・モデル・演技のレッスンをしているメンバー。
地元のお祭りイベントに出演して、静岡県や浜松市を元気にするユニットとして活動中。
オリジナルソングは、9 曲。エコソングや浜松のご当地ソング「浜松においで！」や日本の応援ソング「みんなのニッポン」も有。2013.3 に「静岡で会いましょう !」を発表。
静岡県のご当地ソングとなるよう地元のＰＲをしていきます。
地元のＴＶ出演や東京で放送の「サンドウィッチマンのご当地アイドル発掘団」にも出演。全国誌でも、浜松のご当地アイドルとして紹介する雑誌多数。
毎月第 3 土曜のザザシティ定期ライブ・毎月第 4 金曜日の駅前ソラモでの定期ライブを中心に浜松駅前活性化の応援をしていきます。浜名湖ＳＡでの定期ライブも決定。
フットサル F リーグ「アグレミーナ浜松」応援ガールズ就任
ジュビロ磐田のホームゲーム浜松デーに浜松のご当地アイドルとして出演
伊豆の温泉で、ディナーショー出演。浜松シティマラソン応援ライブ
ご当地アイドル NO.1 決定戦１０組のファイナリストに選出。

小学４年生～中学 1 年生の６人組です。歌って踊れるユニット。2008 年 10 月結成当時は 3 人組で、小学２・３年生のユニットでした。
全員ジャズダンスやヒップホップを得意としていて、これからは、アクロバットダンスにも挑戦！歌とダンスだけではなく、演技やモデルもレッスン中！未来の女優や歌手の卵かな？
時には東京・大阪・名古屋など県外でも活動しますが、主には地元イベント出演。今年は、新潟のライブにも出演
最近では、浜松市主催の新東名開通記念イベントや地元 TV 局フェスタ、岩水寺さくら祭り、家康楽市、ショッピンセンター復活祭など地元のイベントには、必ず出演。
ＮＨＫラジオにもライブ生出演。ドイツのテレビ局からの密着取材もあり。
浜松駅前ソラモでは、4 月から「はままつ街中協議会」さんとの連携で毎月一回定期ライブ（第 4 金曜日）を開催して、
浜松市の街中活性化をサポート。ショッピングセンター内にレッスン場も移転して、ショッピングセンターでも定期ライブ（第 3 土曜日）を開催！！
浜松餃子学会のサポーターとして、2012 年 10 月には、Ｂ－1 グランプリ開催の小倉に同行
リーダーの加藤優妃は、2 年連続「ＳＢＳチビッコのど自慢大会」でグランプリ。ツインメッセでのソロライブを実現しました。
ファンは、地元をはじめとしまして、県外からのファンも多数。
イベント時には、県外より週末 2 泊 3 日で浜松市にきてくださっています。
ユニット活動を優先して、内面からも鍛えてありますので、これからがとても楽しみな 6 人組です。

【dela（デラ）】は、名古屋でハイレベルを
表すコトバ。古い街並みと、アニメ・MANGA など
サブカルチャー、多国籍文化が混在する名古屋駅西から
誕生したアイドルユニットです。
メンバーは空手の元全日本チャンピオンや、
高校生ダンス選手権全国優勝メンバー、
ミス・ティーン・ジャパン名古屋代表など

「日本代表レベル」の実績を持つ Kawaii だけじゃない美少女達。
名古屋からアジア・世界を目指します！

冷めたコーヒー飲んでても
割りと平気だった日々
予定がある日もまたやめようかなんて思っていた
でもねアナタが現れてから毎日が
花が咲くほど街中に光があふれて
Every time 限定 LOVE!
厳正な限定 LOVE!
限定 LOVE!　恋してる限界だ

月に一度の美容室
二度に増やしてみようかな？
いつもは気にもとめないネイルに凝っちゃったりして
誰かを好きになるとそのぶん好きになる
自分に魔法がかかり輝きを放つ
Every time 限定 LOVE!
確実な限定 LOVE!
限定 LOVE!　愛してるアナタだけ

鼓動高まる待ち合わせ
お昼休みの 5 分前
鏡に映る自分みて「らしく！」ってつぶやく

Every time 限定 LOVE!
確実な限定 LOVE!
限定 LOVE!　愛してるアナタだけ
Every time 限定 LOVE!
厳正な限定 LOVE!
限定 LOVE!　恋してる限界だ

今すぐ出来ることなんて　ちっぽけなように見えるけど

やめないで夢見ること　今は叶わなくても　
終わらせなきゃ　終わらないよ

ごまかさないで　この気持ち　やりたいことがあるなら
もっと素直に生きられる　ME-CHA ME-CHA　笑ってね
ドキドキしてる今ワタシ　何でも出来る気がして
自分の中にとびっきり　Miracle　起こしちゃおう！
キセキは　すぐそこさ

※繰り返し
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閃光アクション
ザッツ　オーライ
閃光アクション
エビバデ　ノックアウト

高い壁は見上げるもんじゃない
渾身の一撃　KICK & PUNCH
ぶち壊せ！！ '( Let's ACTION!!! )

転んでも立ち上がるんだ
等身大の　STEP & JUMP
追いかけろ！！ (  Let's ACTION!!! )

夢の向こう側に行きたいんだ
雑草魂　枯れないキモチ
君の心もまとめて持って行くよ

閃光アクション　ノンフィクション
ハイテンションで　ミッション遂行
振り落とされないように

閃光アクション　ディストラクション
クラクション 鳴らし　ミッションクリア
全力疾走ハイパーガール
ゴーゴー！！ヒャウィゴー！！
レッツゴー！！オーライ？ Yeah!!!!!

負けないで　夢が叶うまで
暗い空に　星が瞬くように
ココロのままで答えてよ
君よ　君らしくあれ

涙が乾くまでは　瞳とじていいよ
人は誰も　弱いものだよ
だからこそ　つなぎあえるんだ

誰もが迷いながらも　同じ場所を目指す
だけどたまに　臆病すぎて
傷つけることもあるけれど

何かしなければ　何もかわらない

負けないで　夢が叶うまで
暗い空に　星が瞬くように
ココロのままで答えてよ
君よ　君らしくあれ

答えならあせらなくていい
今は胸の歩幅を合わせてみて
優しい顔で　微笑んだ　君が　一番好きだよ

Have a nice day !!
Good Everyday!!
メロディに乗せて
運ぶ Special day!!
君の笑顔で　私も笑顔で
未来の景色　カラフル days
ラララ
It's wonderful world.
世界は　こんなにも美しい

ワン　ツー　スリー　GO!!

★
閃光アクション　ノンフィクション
ハイテンションで　ミッション遂行
振り落とされないように

閃光アクション　ディストラクション
クラクション 鳴らし
ミッションクリア
全力疾走ハイパーガール
ゴーゴー！！ヒャウィゴー！！
レッツゴー！！オーライ？ Yeah!!!!!

ちょっと悔しいくらいがいいのさ
ハングリーな精神　Don't stop music!!
駆け抜けろ！！ (  Let's ACTION!!! )

当たり前なんて事ないのさ
今日という１日　全力投球
燃え尽きろ！！ (  Let's ACTION!!! )

光の射す方へ行きたいんだ
雑草魂　負けないキモチ
君の心と繫がりたいんだ

★
閃光アクション　熱いパッション
サティスファクション
ディストーションで
掻き鳴らすぞ　WE♡LOVE　ミュージック♪
閃光アクション　もっとアクション
難なく楽勝で　バク転　ジャンピン
パワフルキュートラブリーガール♡
ゴーゴー！！ヒャウィゴー！！
レッツゴー！！オーライ？ Yeah!!!!!

名古屋の路上から誕生した
アスリート系リアルアイドル WELOVE。
バク転あり、側転あり、人間プロペラあり！？
雑草魂で全力パフォーマンス！！
アイドルの概念を 180 度変える革命児！！

名古屋のお寿司屋さんがプロデュース！

ただのネタでは終わらない！アイドル教室です。
「アイドル教室」は、
毎週日曜日に活動拠点のお寿司屋さんで
定期公演を行っています。
あがりより熱いライブパフォーマンスは一見。

ぜひ、わたし達に会いに来てくださいね。

公式 HP  http://idolclass.com

信州・都内で活動中の産地直送 OL 風アイドル
【オトメ☆コーポレーション】です。
「会社」がコンセプトとなっており、
メンバーは、リーダー「農業部」なるみ　

「秘書室」ゆうこ　「経理部」ひかりと、それぞれ部署に所属。
ファンを「株主様」、単独ライブを「株主総会」と呼ぶなど、独自の用語を展開。
お決まりの挨拶として「朝礼」や「社訓」などもあり、ライブでは株主様と一緒になって行うのも定番。
そしてリーダーなるみの出身地、長野県伊那市の観光大使でもあります。
また、2012 年 12 月に行われたご当地アイドル No.1 決定戦「U.M.U AWARD 2012」では決勝ステージ進出の 10 組まで勝ち進むなど、精力的に活動中！　
これからもオトメ☆コーポレーションは株主様に「やる気・勇気・元気・癒し」を提供します！

あなたが読んでる小説を
横目でチラッと盗み見する
エリートぶった赤いしおりと
女の子とのツーショット写真

嘘でしょ（；_；）？泣いてうったえた
そしたらあなたキョトン（・・）として

「妹だよ」って

時に喧嘩だってするけれど
愛し合っていたい
誰でもいいわけじゃないよ
あなたとだけよ？
ずっと側にいたい kiss もしたい
でもお父さんみたく
そう安心感もほしいの忘れないでね♪

もうすぐ 3 ヶ月がたつね
記念日ちゃんと覚えてるの？
太陽みたいに笑うから
忘れてても許してしまう

伝えきれない感情　踏みにじられる純情
行ったきりの優しさは　戻れない

今出来ることはじめよう
砂の一粒を集めよう　何かが変わるから

負けないで　夢が叶うまで
暗い空に　星が瞬くように
ココロのままで答えてよ
君よ　君らしくあれ

答えならあせらなくていい
今は胸の歩幅を合わせてみて
優しい顔で　微笑んだ　　君が　一番好きだよ

君が好きだよ

不思議ね
早起きするのもへっちゃらだよ
あなたからの「おはよっ☆」があれば

宇宙で 1 番好き銀河でもね
時空を超えて好き
一分一秒もあなたとつながっていたい
階段上がるだけで幸せの音符がメロディーに

「幸せすぎ！」が溢れて涙がでたよ。

初めてくれたラブレター
御守りにしてるのよ
ねえ知ってた？

ずっと先の未来近い未来あなたと手をつなぎ
一緒の屋根の下で 2 人笑い合いたい
それが私の夢！あなたの夢？
どっちにしろきっと　幸せなことは変わらない
わかってるでしょ？

宇宙で 1 番好き銀河でもね時空を超えて好き
一分一秒もあなたとつながっていたい
階段上がるだけで幸せの音符がメロディーに
大きな Happy ありがとう。
ずっと一緒ね！
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今、目が覚めて君のメールを見ていたとこ
デートの約束も場所も決まっていないのに
行こうよ ドライブ
久しぶりの天気だから
そうだね どこ行こう？
着る服選んでバッチリおしゃれしよう

行こう！ Let's go! 君に会いに行くよ
キラキラ日射し
行こう！ Let's go! 元気出して行こうよ
今日も一日 楽しそう

湖そばのカフェで ゆっくりランチを楽しんだら
アイスクリーム片手に 緑の中を歩こうよ
楽しい時間は あっという間に過ぎるけど
また行こう 次もきっと
一歩後ろにでっかいハートマーク

行こう！ Let's go! 頑張って行こうよ
元気出して
行こう！ Let's go! 気合い入れて行こうよ
手をつないで いつまでも

君の瞳見つめていつも思ってる事があるよ
優しいその笑顔がとても輝いて見えるよ
雨の日、風の日、寒い日もあるけれど
それでも元気出そう
一歩前にはでっかい晴れマーク

行こう！ Let's go! 頑張って行こうよ
元気出して
行こう！ Let's go! 気合い入れて行こうよ
大好きな君といつまでも
Let's go! 頑張って行こうよ
元気出して
行こう！ Let's go! 気合い入れて行こうよ
大好きな君と いつまでも

( 大好きなみんなに、応援部から万歳三唱を送ります )
( 万歳三唱 )

午前 5 時過ぎ眠れない朝に
尖った空気と煙の美しい模様

恋した二人　理不尽　願い事
戻せない年月　綺麗にはなれないの？

数年前の些細な間違い
許せないのかな　叩いた扉を

数えきれない過ち達
一つずつ壊して

幻想感　嫌　想像で溶かしてゆく日々
あどけない笑顔見せて
すり抜けてく僕たちは

透明感　無に等しい　美しくて
帰れない日々の罪を償える時はいつ？

にゃぁー！！よっしゃにゃんこー！！
しゃむ！すこ！のら！みけ！やまと！いずこ！にゃーにゃー！！

長野県を元気に！信州から元気発信！

あっぷる学園は長野県内それぞれの地域に

元気を届けながら、

ときには長野県を代表するアイドルとして

信州の魅力をＰＲします。

猫系小動物 NEO アイドル「いずこねこ」。

2011 年 10 月より活動開始し、
瞬く間売れっ子、いや売れ猫になりつつある。

アイドルの様なアーティストの様な
良くわからない存在、いや、猫だけど、
ジャンルにとらわれない新世代ミュージックとファッションで
可愛くてイケてる感じが滲み出てる「いずこねこ」
今年、色んな意味で爆発すると多方面から注目されている 1994 年生まれの何処猫である。

大阪・堀江を拠点として活動する 6 人組。

バブル華やかなりし 80s を彷彿とさせる

デーハーなファッションを 2010 年代に

アップデートさせた装いと、

レイト 80s ～アーリー 90s の薫りが充満する

サウンドのガールズ・グループ。

退屈ばっかり 持て余してる
屈託ないフリ 誤魔化してみても

やっぱりおんなじね グラスにしかめ面
幼稚なギムレット 寂しいの

憂鬱な気持ちは 朝にはもう忘れてた
ねぇ今日はどうしてなの 何かが足りなくて

連れ出してよ ねぇ この夜の向こう
躊躇う時間も 惜しいの
はやる気持ちシートに預け そんな気分なの

追い越してゆく 馴染んだ景色
行き交う七色のヘッドライト
光の粒 光の帯（着飾るの）
これ以上無い！ってくらいに

悪い事じゃない　けど仕方なくない
その声　その指　汚れたクエスチョン

午前 6 時に戻った朝に　
プリズムを見つめた

罪悪感　好きだけど　揺るがない　白
さりげなく下を向いた
駆け抜けてく　嘘で居て

ノスタルジーしか見えない　帰って来てね
いつか見た景色それは　小さな足　届くの？

にゃぁー！！よっしゃにゃんこー！！
しゃむ！すこ！のら！みけ！やまと！いずこ！にゃーにゃー！！

結局やっぱりかけ違えてる
午前 3 時のミッシングコール

連れ出してよ ねえ この夜の向こう
躊躇う時間も惜しいの

はやる気持ち シートに預け
そんな気分だから

飛び越してゆく ざわめく街並み
ぼやけるモノクロのベイサイド
光の粒 光の帯（気取らせて）
真珠盗んだマーメイド

I'm alone in round about midnight
have some fun tonight keep it rollin niteride

結局やっぱり 掛け違えてる
午前 3 時の ミッシングコール
退屈ばっかり 持て余してる
屈託ないフリ 誤魔化してみても
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Show me your shining smile
感じてる　From my heart
逃げない
キミといれるなら

Give me our shining love
今すぐに　Take my
いつでも　Knock my door
強くなれるから

I feel so good　キミがいるなら　Paradise
(Paradise)
We can fly　夢見た行き先に羽ばたいて

Let's get it started!!　Shining Paradise
ときめき　Shake me up
見つめていたい
朝日のようにずっと輝き続けて

You are my sunrise
今日も　Wake me up!
一緒に
強くなりたい
感じて　My soul
Keep on move

それぞれの LIFE はじまるよ
未来へ向けて走り出そう！
キミの描く世界は キミが誇れる
キミのための Special にしよう 

白と黒が支配する街のざわめきに
疲れたの ...
波の音と青い空と
ゆるかに流れる時間の中へ

お洒落をしていても
子どもみたいに飽きちゃうみたい
夢を探すのも楽じゃないんだね ...

それぞれの LIFE 輝くよ
未来はひとつじゃないから
キミの生きる世界は キミが誇れる
キミのための Special な Style 

道頓堀と九条を拠点に活動する

ダンス & ボーカルアイドルユニット！！

毎月第 1 土曜（道頓堀 ZAZA）、

第 4 土曜日（九条 BB Station）にて

ワンマンライブ「OSAKA BB WAVE LIVE」実施！！

☆メンバー年齢層は小学生～ 20 代と幅広く、

「LOVE＆SMILE」をコンセプトとした

元気いっぱいのステージパフォーマンスは必見 !!

大阪から全国に、そして世界に向けて
音楽を発信するために設立された
インディーズ・レーベル「Naniwac @ Music」

（ナニワック＠ミュージック）から、
ダンス＆ヴォーカルグループ「Osaka 翔 Gangs」（オオサカ　ショウ　ギャングス）が、
２００６年１１月１日デビューしました。
まず関西を代表するグループとなって、
それから全国のみなさんに翔ギャンの事を知ってもらえるようになりたいです。
将来は、世界に発信できるグループになりたいです。

「歌って踊る、なにわのお祭り娘！！」です。

アーティスト並みのクオリティーを誇る楽曲に

高レベルなパフォーマンス、

ちゃきちゃきの大阪弁トークが最高のステージを生み出す。

ライブでは中学生らしい会話ながらも

ボケ・ツッコミ・毒舌の三つ巴に笑いの神が光臨する。

実は彼女たち、中学生にして平均芸歴９年、

モデル・ＣＭ・舞台・バラエティなど各人の経験も豊富。

そんな唯一無二の魅力に『キャラ☆メラー』（ファン）も日々増殖中！

『皆さんに楽しんでもらうこと』がモットー！！

錆び付いた自転車は置いていかなきゃ
重すぎるカバンひとつ放り投げたら
もがいてた今日に
サヨナラ手を振って
一人じゃない
手をつないで歩きだすよ

※七色の Dream
虹を渡ったら
キミとボクの夢探しにいこう
白い雲と風を追いかけて
未来ならどんな夢でも
叶えられるさ

陽が沈み、静まる大地
Vacation は永遠じゃない
歩き出すよ！ 分かってるよ
もう子どものフリしてはいられない

風が包み込んで 悩みなんか吹き飛ばしてくれる
輝く女子ほど 笑っているんだ！

それぞれの LIFE はじまるよ
未来へ向けて走り出そう！
キミの描く世界は キミが誇れる
キミのための Special にしよう 

やり残すことなく 真っすぐにゆこう！
大丈夫・・・
信じてみる強さをキミはちゃんと持ってるから

それぞれの LIFE 輝くよ
未来はひとつじゃないから
キミの生きる世界は キミが誇れる
キミのための Special な Style 

グッバイロンリネス
探してた笑顔のキミを
何よりも大切に守っていくよ
流れ星を持って目を閉じて願う
世界中が愛でつながっていくように

七色の Dream
街は星屑を並べたような光
包まれてゆく
キミの愛を誰かに伝えて
虹色の明日求めて
みんな生きてる

涙はいらないんだ
自分で選んだ色を描く
くじけず重ねてられたら
空にいつか虹が架かるよ

雨上がりの道を駆け出して
夢への扉を探しにいこう

※Refrain

Show me your shining eyes
捕まえて　From my
泣かない　Anymore
離れられないから

Give me our burning love
今すぐに　Take my
急いで　Hurry up!
覚悟決めたなら

I feel so nice　心開けば　Paradise
(Paradise)

Never stop

Let's get it started!!　Shining Paradise
アコガレ　Goin'
見つめて欲しい
天使のようにずっと傍で躍らせて

My heart I beating
今日も　Movin' up!
奇跡は　Comin' up!
高く飛びたい
感じて　My
Make me smile　それは　あなただけなの

I feel so good　キミがいるなら　
Paradise(Paradise)
We can fly　
夢見た行き先に羽ばたいて
We'll be alright!!

Let's get it started!!　Shining Paradise
トキメキ　Shakin' up
見つめていたい
朝日のようにずっと輝き続けて

You are my sunrise
今日も　Wake me up!
一緒に　Growin'　up!
強くなりたい
感じて　My soul
Need your love　いつか手に入れるの
Make me smile　ずっと
あなたの　Shining love

Take It Easy, Fell Your Breeze
キミの信じる道をゆこう！

それぞれの LIFE はじまるよ
未来へ向けて走り出そう！
キミの描く世界は キミが誇れる
キミのための Special にしよう 

Lalala...
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今　ここで歌い　踊る　僕ら流星トランジスタ
まだもっと輝けると　強く、強く　信じ　走り続けるよ

地下鉄に乗り込んだ　くたびれた空気でいっぱい
「あんな風になりたくない」　胸の奥　つぶやいた

近頃は両親も　「現実を見たほうがいい」と。
そんなこと分かってる　でも・・・負けたくない

「きっとできるはず。何者かになれるはず。」　
そんな未来を描いて

今　ここで歌い　踊る　僕ら流星トランジスタ
まだもっと輝けると　強く、強く、強く信じてる

今　ここで願い、放つ　僕ら流星トランジスタ
ただ前へ進んでいこう　
全身・全霊・全快　星を掴みとる日まで

届けたい　甘い君
愛のふうせん　行け　恋の風に
のるんだ　全速力
四六時中　頭ん中　ハートマーク　だらけで
誰にも止められない　恋の列車出発

夕焼け空に浮かぶ　君の笑顔　思ってみる
笑顔こぼれ　ハッピータイム　やっぱり君に恋しているんだ

真夜中の 12 時　お月様笑ってる
祈るよ　君に　恋の矢命中

届けたい　甘い君
愛のふうせん　行け　恋の風に
のるんだ　全速力
四六時中　頭ん中　ハートマーク　だらけで
誰にも止められない　恋の列車加速中

君がくれた　携帯の　ストラップに　胸キュンキュン
君のことを想いながら　ずっと大事に　みつめていたいよ

真夜中の 12 時　お日様は沈んでる
だけどね　日差し　照りつけるころには

届けたい　甘い君
愛のふうせん　行け　恋の風に
のるんだ　全速力
四六時中　頭ん中　ハートマーク　だらけで
誰にも止められない　恋の列車暴走中

届けたい　甘い君
愛のふうせん　行け　恋の風に
のるんだ　全速力
届けるよ　マイ　スウィート　ダーリン♡
愛のメッセンジャー　行け行け　君のもとへ
明日は　きっとハレルヤ

ラララララー
届くかな　いや。。。　届かせるんだー　もうすぐ恋の列車執着

オール神戸っ娘の元気なスマイルが一堂に輝く、
夢と希望のいちばん星。
それが、神戸発の地域活性化アイドルユニット

「KOBerrieS♪（コウベリーズ）」。
2012 年の春に結成、神戸市長への表敬訪問を皮切りに活動を開始。
7 月 15 日の本格デビューと同時に、神戸市内の主要イベントに全て出演。
その数、約 6 ヶ月間で 43 会場 50 ステージを超え、テレビ・ラジオでも大活躍。
また神戸の地場産業や商店街の PR 活動にも貢献。
さらにデビュー曲《Love never dies!!!》は第 1 回アイドル楽曲大賞 2012 で４位にランクイン。
2013 年を迎え、活動範囲もパワーアップ。4 月 1 日から東京・渋谷の街頭ビジョンを賑わすなど、
今までの枠を超えた話題を発信。そんな活動 1 年間の結晶となる、
待望のファーストアルバム「流星☆トランジスタ」（定価￥2,000) を 4 月 27 日にリリース。
神戸で唯一の地域活性化アイドルユニットとして、各界より熱い注目と期待を集めています。

大阪を拠点に活動する 5 人組のユニット。

大きく羽ばたくため、

週末ライブで奮闘中です。

元気で明るい癒し系アイドル！

渡辺菜月・橋本梨菜・佐波美乃吏

ドラマ・CM・舞台・映画などに出演しながら

女優としてのキャリアを積んできたメンバーが、

ダンスボーカルユニットを結成！！

ダンスと歌で魅せるエンターテーメントショー！！！

２００８年９月２０日結成！

関西を中心にライブ活動中！月に平均 15 本以上のライブをこなす。

パワーあふれるダンスパフォーマンスには定評がある。

叶えたい夢がここにあるんだ
太陽信じて今、行くんだ
夢を歌う 愛を歌う
今はこれしか出来ないなんて
そんなふうに諦めたくないよ
僕らは SO!Yes! 進んでいく GO!
Yes＆No ？どっちでもいいよ夢へ fly

夢の風がふいてきた
神様も運命もおそれないそんな強い僕がいる    

耳にのこる君の声
イヤホンから飛びでる音符
たちを拾いあつめる

地図も時計も必要ないよ
たまには少しの SOS を
さぁ、行くよ！

いつまでもずっと追いかけてたいよ
こんなはずじゃない
なにも続かない 上手く描けない
そんな日もたまにあるんじゃない？
さぁいこうよ。
鏡にうつる自分 Respect
かっこいいんじゃない？って
ポーズ決めてみる。もっともっと
近づきたいあの場所へ

空に輝く飛行機雲
上からみた僕らどれだけ
小さいかな？手をかざしてみる

割れた心 色あせた夢
生まれてどれくらいたったの？
夢みてどれだけ進んだの？

立ち止まる勇気もない僕は
気付けばもぅここにいるんだ
さぁいくよ！

夢の続き演ずショータイム　裏にあるよ　その正体
想い砕け　もう後退？　そんな訳ない！
夢の続き演ずショータイム　裏にあるよ　その正体
想い砕け　もう後退？　そんな訳ない！

１２の頃に思い描いた夢　中２の心でまだ追ってる俺
「いつかなれるよ、スーパースター」　
そんな言葉でも十分だった
走って行く中で歩み止める　
共にともしび灯目指した友の声が
僕の頭の中鳴ってる　僕が輝く姿待ってる

「きっとできるはず。・・・何者にもなれるはず！」　
そんな未来を描いて

今　ここで歌い　踊る　僕ら流星トランジスタ
まだもっと輝けると　強く、強く、強く信じてる

今　ここで願い、放つ　僕ら流星トランジスタ
ただ前へ進んでいこう　
全身・全霊・全快　星を掴みとる日まで

叶えたい夢がここにあるんだ
太陽信じて今、行くんだ
夢を歌う 愛を歌う
今はこれしか出来ないなんて
そんなふうに諦めたくないよ
僕らは SO!Yes! 進んでいく GO!
Yes＆No ？どっちでもいいよ夢へ fly

※
Hey Hey 調子はどう？
How are you ？
声聞かせてよ Say
Hello Hello
ずっとあこがれていた Wonderland
同じ夢みてる　奇跡
誰よりも輝くよ Green Green
どんな時も僕ら Peace sign

※繰り返し
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僕らが目指す　未来のステージ
夢も不安も　数えきれない　CHANCE CHANCE…
あこがれだけじゃ　何も始まんない
後悔したくない　チャレンジしよう　CHANCE CHANCE…

この先どうなるかなんて　わからないけど
きっと叶えてみせるんだ　心に秘めた僕らの夢

OH CHANCE CHANCE CHANCE　進めない　夢見るだけじゃ
OH CHANCE CHANCE CHANCE　壊そう　不安の壁を
CHANCE CHANCE…

今の僕らは　変わんないといけない
それでいいの？と　問われるばかり　CHANCE CHANCE…
正解なんて　どこにもないさ
自分の道を　つっぱしればいい　CHANCE CHANCE…

カムバック　YANAGASE　×4

真夏の夜の長良川　夜空を彩ってる
花火を見上げて　あなたは私にささやいたの

「どえらいキレイやなぁ
  そやけど僕は　お前の方がキレイにみえるわ」

「あんた目悪いんやないの？　いつも口先ばっかりやて
  うちより花火の方が　キレイに決まっとるやろ」

あぁ　言ってしまった　この私
あの夜が最後になってしまったの
みんな戻って　みんな帰って
カムバック　YANAGASE　×8

鵜舟にゆられゆらゆらと　川面に浮かび消えた
かがり火見つめて　あなたは私にささやいたの

志摩市の PR および子供たちに夢と希望を！を
テーマに志摩ご当地アイドル＜JuRias＞が結成！
ユニット名【JuRias】とは・・・
真珠の “ジュ” とリアス式海岸の “リアス” から命名！
英虞湾（あごわん）は、三重県志摩半島南部の湾。
英虞湾はリアス式海岸として有名であり、
真珠養殖も盛んで真珠養殖発祥の地としても知られるようになり、
昭和初期には「真珠湾」とも呼ばれた。

若宮さきと
野村ゆき
神田みう

柳ヶ瀬発のアイドルユニット「モンソレイユ 415」は、
専用劇場「CRP シアター」を拠点に 2012 年 9 月 22 日より活動をスタート。
専用劇場での定期公演やお笑い芸人とのコラボイベントをはじめ、県内外の各種イベ
ントやメディア出演等で活躍中。
メンバーをはじめ、作詞家・作曲家・デザイナー・フォトグラファーなど
全て地元のアーティストを起用。

「岐阜を日本一おもしろきところに！
そして日本国中を元気に！」織田信長公より
使命を承け、今舞い降りた姫君たち・・・

約４５０年前に戦乱の世を治め泰平の世とするため日本統一を果たすという意味である、「天下布武」を掲げ、この地を拠点として活躍した
織田信長公の高い志を受け継ぎ、名実ともに日本の中心地として、今一度当時のような日本一賑わいのある岐阜にするとともに、
東海地方から全国までをも元気にすることを目指して２０１０年９月に結成。
県内出身、在住を中心に集まった全メンバーが日本の歴史や伝統文化、特に戦国時代の武将や姫が大好きです。
優しさ奥ゆかしさに芯の強さを兼ね備えた大和撫子たちが、粋で艶やかな歌とダンスパフォーマンスで、イベント会場やライブハウスを中心に、
夢を掴むべく元気一杯！躍動中です！

あなたが好き ×３　あなたも好き　あなたが好き ×３　あなたは好き？
好き　好き　好き　好き　ふわふわ ×３　好き？好き？好き？　ふわふわ

天気予報と　恋の占い　気にしすぎだね　もっと強引 My Way ！
ロマンティック姫マジック　ドキドキをあげるよ
もうちょっと　こっちきて　君だけに歌うよー

あなたが好き ×３　あなたも好き　あなたが好き ×３　あなたは好き？
好き　好き　好き　好き　ふわふわ ×３　好き？好き？好き？　ふわふわ
I need your love

この瞬間の　君のトキメキ　あたしにちょーだい　ゆるふわロマンス
恋しようよ　今だけは夢だっていいじゃない
あとちょっと　はじけよーよ　君のこと歌うよー

あなたが好き ×３　あなたも好き　あなたが好き ×３　あなたは好き？
好き　好き　好き　好き　ふわふわ ×３　好き？好き？好き？　ふわふわ

あなたが好き ×３　あなたも好き　あなたが好き ×３　あなたは好き？
あなたが好き ×３　あなたも好き　あなたが好き ×３　あなたは好き？
好き？好き？好き？　AH
Gimme your love

誰に何を言われたって　あきらめないよ
守りたい夢があるんだ　何があってもやりとげる

OH CHANCE CHANCE CHANCE　僕らは　誰にも負けない
OH CHANCE CHANCE CHANCE　輝こう　笑顔を届けよう
CHANCE CHANCE…

夢は逃げたりしないよ　僕らでつかみにいくんだ
天使が僕らの努力を空からずっと見ている　
そっと微笑みながら

OH CHANCE CHANCE CHANCE　進めない　夢見るだけじゃ
OH CHANCE CHANCE CHANCE　壊そう　不安の壁を
OH JuRias　僕らは　誰にも負けない
OH JuRias　輝こう　笑顔を届けよう
CHANCE CHANCE…

「めっちゃ楽しいわぁ
  そやけど僕は　お前とおる時が一番楽しいわ」

「お酒の呑みすぎやない？　いつも口先ばっかりやて
  ふわふわして　ええ気持ちになっとるだけやろ」

あぁ　言ってしまった　この私
あれっきりあなたは　どこへ行ったのよ
みんな戻って　みんな帰って
カムバック　YANAGASE　×8

道三まつり食べ歩き　だんごにお好み焼き
屋台を見渡し　あなたは私にささやいたの

「どれもうまそうやなぁ
  そやけど僕は　お前が一番うまそうや」

「あんたさっきからよう言うわ　いつも口先ばっかりやて
  どうせ私は B 級グルメ　安あがりでありがたいやろ」

あぁ　言ってしまった　この私
もう一度ここで　あなたに会いたいの
みんな戻って　みんな帰って
カムバック　YANAGASE　×8



DISC 3

きゅんっとする　この胸が
ドキドキしちゃう　この気持ち
止められないよ　きっと私
あなたの事が好きなんだ

でも私からは言いたくない！
ってか言えないよ　たぶん
この夏は楽しみたい
いつものみんなで　アツく

今日は HAPPY!! 席替えで
お願い神様 !! 近くがいい
まさかの Oh Yeah!! 前の席
小さな夢でも叶った

それから毎日楽しくて
前よりたぶん
きっと仲良くなれた
そんな気がしたんだ Yeah!

授業中あなたのことを
ずっと見たり考えてたら
先生に怒られて
あなたが笑った

笑顔、しぐさも No No No!!
ココロどっきゅーん！
暑いこの夏
汗も飛び散ってもいいから
走れ！あなたのとこへ
まだ言えないけれど
大好きだよ

扇風機の前　友達と
あなたの話をしていたら
顔が真っ赤で恥ずかしい
冷たいアイスで隠したよ

近所にあるお祭りも
あなたと一緒に
行きたいの！この夢も
叶えてくれるのかな？

私の頭の中は
あなたでいっぱいだけど
あなたの頭の中は
私はいるの？

今日も きっといるよね？
ねえ 今日は 何着て行こう？
ちゃんと毎日 私のことを 待っててね yeah!

早く 着きすぎて
ドキドキして 待ってたよ
ちゃんと毎日 私の違い 見つけてね yeah!

あなたに 出会ってからの 私の毎日は まるで
甘くて とろけそうな ピーチのシャーベット

ララ 心 心 心だけ 急いでしまうから
あなたに うまく追いつけないの
ララ 愛 愛 会いたいから 会いに行くの
ねぇ それだけじゃダメなの？ あ～も～ 好きだ！

2011 年 10 月に

アクターズスタジオ関西から誕生したユニット。

なにわあきんど魂を武器に愛くるしい笑顔と

元気で魅了する 4 人組アイドルユニットです。

関西発のガールズユニットとして 2008 年夏に誕生！
同じ事務所の俳優であり阪神タイガースＯＢである
嶋尾康史氏プロデュースにより
阪神タイガース承認応援歌「WIN ！ WIN ！タイガース」を
リリースし、その名をひろめた。
２０１０年１２月１５日、テイチクよりメジャーデビュー。
これまでに、シングル５枚、アルバム２枚、ＤＶＤ１枚を発表している。
現在、関西テレビ「ラッキー・トリッパーートリッパー」も歌っている。

2007 年 2 月結成。　
2007 年 12 月 当時メンバー全員小学生で
CD デビュー！
楽曲のクオリティと生歌・
ジャズダンスのテクニックやアクロバットを取り入れた
真似の出来ないダンスとライブパフォーマンスが
評価され各メディアに取り上げられる。
現在も大阪在住の女子高生です

今翼広げて　もう迷わない　輝く夢のかけらを抱きしめて（守りたい）
もっと強くなれるような気がしてる　飛べるはずさ大空へと　Like an angel

今日が旅立ちの時　手に入れた翼と希望胸に
小さな世界じゃ足りない　わがままな自分も強さに変えていこう

めまぐるしい毎日でも　少しずつ前に進んでるはずさ
一粒の夢増える度に　新しい未来が手広げ待っている

何度も迷路に迷い込んで　違う道を探してたけど

今翼広げて　もう迷わない　輝く夢のかけらを抱きしめて（守るため）
もっと強くなれるような気がしてる　飛べるはずさ大空へと　Like an angel

トゥトゥトゥルトゥトゥトゥトゥル　トゥトゥル　君は angel
トゥトゥトゥルまだ見ぬ大空へ　We're angel

目的地まだ遠い　たまにはね　翼休めていいよ
目指した世界は逃げない　諦めない強さをそう君は持っている

今日を乗り越えて明日の空へ　充電 O.K.! フルパワーで Go!

思うほどすぐには変われないけど　願いはあの空へ運んでくれる（どこまでも）
今強くなれた君のココロに　大きな翼生まれたよ　Like an angel

トゥトゥトゥルトゥトゥトゥトゥル　トゥトゥル　君は angel
トゥトゥトゥルまだ見ぬ大空へ　We're angel

今翼広げて　もう迷わない　輝く夢のかけらを抱きしめて（守りたい）
もっと強くなれるような気がしてる　飛べるはずさ大空へと　Like an angel

トゥトゥトゥルトゥトゥトゥトゥル　トゥトゥル　君は angel
トゥトゥトゥルまだ見ぬ大空へ　We're angel

笑顔、しぐさも No No No!!
ココロどっきゅーん！
暑いこの夏
汗も飛び散ってもいいから
走れ！あなたのとこへ
まだ言えないけれど
大好きだよ

言えないよ .... ずっと
こんなにもあなただけを見てる
おもってるよ？
だけど伝えたら
友達には戻れないでしょ？

授業中あなたのことを
ずっと見たり考えてたら
先生に怒られて
あなたが笑った

キュンと 見ないでよ
ねぇ 私ドキドキ しちゃう！
私にだけ イジワルしてる？ 期待させないで

あなたは 女の子に いつもモテモテ なんでしょ
いつも私は 好きじゃない ふりしてる

ララ 笑顔 笑顔 笑顔が見たい それだけ
臆病になるのは あなたのせいよ！
ララ 恋 恋 恋してるんだよって 分かるよね
お願い あたしに 幸せよ 来い

伝えきれない この胸の トキメキを
ホントは 伝えたいよ こんなにも 好きよ

心 心 心だけ 急いでしまうから
あなたに うまく追いつけないの
ララ 恋 恋 恋してるんだよって 分かるよね
お願い あたしに 幸せよ 来い

ララ 心 心 心だけ 急いでしまうから
あなたに うまく追いつけないの
ララ 恋 恋 恋してるんだよって 分かるよね
お願い あたしに 幸せよ 来い

笑顔、しぐさも No No No!!
ココロどっきゅーん！
暑いこの夏
汗も飛び散ってもいいから
走れ！あなたのとこへ
いつか伝えるからね
待っててね

大好きだよ
大好きだよ
大好きだよ

内緒だよ
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地下アイドルなんて呼ばせない !!

青い空眺めていたの　大きな夢乗せたひつじ雲
幸せ四つ葉のクローバー　一緒に探した希望のしおり

ひとりきりじゃないんだよ　みんなで歌ってる　このステージ

GO!GO!LET’ S GO!wktk!!

地下アイドルなんて呼ばせない !!
キラキラ輝く私の未来
地下アイドルなんて呼ばせない !!
喜び分かち合おう巡り会えた奇跡

星空見上げていたの　大きな願いこめた流れ星
輝く街のイルミネーション　みんなで見つめた希望の光

ひとりきりじゃないんだよ　みんなが笑ってる　このステージ

GO!GO!LET’ S GO!wktk!!

どんなに悩んでいても　今は関係ない
こんなにも楽しいのは　君のおかげかも

考えてもしょうがない　ことばかりで弱ったな
正解のないものに　なんかバカみたいだな

どうして君はそんなに
浮かない顔しているんだろう？

どんなに悩んでいても　今は関係ない
こんなにも楽しいのは　君のおかげかも

行き当たりばったりで　先が見えない困ったな
計画を立てるより　何か食べていたいな

どうして君はそんなに
やさしい人なの誰よりも

うつむいてなんかいないで　一緒に遊ぼうよ
こんなにもうれしいのは　君のおかげなの

2009 年 9 月、西のオタクの聖地日本橋 ( ポンバシ ) を
盛り上げようという企画が立ち上がった。
アイドル全盛期だった 80 年代をオマージュし、
大阪らしいバラエティを盛り込んだアイドルイベント。
それが “ポンバシ wktk 学園”
当イベントで歌とトークセンスを持ったアイドルを
育て排出して行こう！その計画で結成されたのが、ポンバシ wktk メイツなのです。
2010 年に入ると他社主催イベントへも多数出演し年間 400 本以上のライブに参加（ソロ活動含む）。
デビュー CD「地下アイドルなんて呼ばせない !!」発売を機にテレビ・新聞・雑誌の取材も増える。
後半からはソロ・ユニットで名古屋や東京へも活動範囲を拡大。
自他共に認める “日本橋代表アイドルユニット” として 2012 年も活動中。

2010 年 10 月̶“岡山から笑顔と元気を発信！” を
旗印に結成したガールズユニット。
2012 年 11 月から実姉妹ふたり編成になるものの、
更に勢いを増し続けている。
楽曲によってはメンバー自身が楽器を生演奏し、地元のライブハウスで行われている定期ライブでは
バンドスタイルでのライブを行うなど “アイドル” の枠を越え “アーティスト” 性も増している。
また “学生服” や “デニム” といった全国でも有名な岡山の地場産業の
有名企業ともコラボによる衣装や、県外でのライブでは、名産の「きびだんご」をステージ上から撒き、
全国で “家来＝ファンの皆様” を獲得するなど地元のＰＲにも余念がない。

Skirt の S じゃないよ
Smile の S  S-Qty!!
キミの笑顔が好きだから
Yes, we are S-Qty!!!!

月火水木金 お疲れさま
最近 どんなことありました？
ちょっと 凹んでいるのなら
私たちに任せてね

精一杯 心を込めて歌うわ
Say, Good-bye!! させてあげる
あなたを悩ませる すべてのコトから

Skirt の S じゃないよ
Smile の S  S-Qty!!
どんな凹んでるときも
キミを笑顔にするから！！
Skirt の S じゃないよ
Special の S  S-Qty!!
特別なこの瞬間を
キミと分け合いたいから

月火水木金 おつかれさま
え？休日出勤 !? ご苦労さま
ちょっと元気が足りないなら
私たちに任せてね

精一杯 心を込めて魅せるわ
Say, Good-bye!! なんて言わせない
あなたをもっと 夢中にさせるわ

Sweet だけじゃないよ
ときには Sexy に  S-Qty!!
週末に恋しちゃったら
それは 私のせいかもねっ☆

S - Q・T・Y  ×  ４times
（Here we go!! Special Quality show Time!!!!）

Skirt の S じゃないよ
Start の S  S-Qty!!
はじまりの合図に合わせて
Smile!! Special☆ Sweet♪ Sexy?
Yes, we are S-Qty!!!!!!

Skirt の S じゃないよ
Smile の S  S-Qty!!
どんな凹んでるときも
キミを笑顔にするから！！
Skirt の S じゃないよ 
Special の S  S-Qty!!
特別なこの瞬間を
キミと分け合いたいから

いつの間にか忘れてた　そんなもんだよね
君が見ていてくれれば　ココロガハレルヤ

ねぇ　こんなにも　ねぇ　素敵な
ソラ　広がってるんだよ
ねぇ　君はまだ　ねぇ　知らない
ソラ　見せてあげるよ

どうして君はそんなに
浮かない顔しているんだろう

どんなに悩んでいても　今は関係ない
こんなにも楽しいのは
君のおかげかも

いつの間にか忘れてた　そんなもんだよね
君が見ていてくれれば
ココロガハレルヤ

(T-PalletVersion)

地下アイドルなんて呼ばせない !!
ドキドキ夢のような未来の私
地下アイドルなんて呼ばせない !!
みんなで手をつないで笑いながら行こう

ひとりきりじゃないんだよ　
みんなで歌ってる　このステージ

GO!GO!LET’ S GO!wktk!!

地下アイドルなんて呼ばせない !!
キラキラ輝く私の未来
地下アイドルなんて呼ばせない !!
喜び分かち合おう巡り会えた奇跡

地下アイドルなんて呼ばせない !!
ドキドキ夢のような未来の私
地下アイドルなんて呼ばせない !!
みんなで手をつないで笑いながら行こう
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事務員のお仕事 ナメないで
軽く見られてると ムカつくわ

お茶汲みだけが 仕事じゃないから
シビアな数字 知ってるのよ私たち

職人にからかわれても 平気なの
実はシャイな男達 かわいいな

現場へ向かう 寝ぼけた眼を
とびきり笑顔で 送り出して
励ますのよ 匠の技見せて 

ドッキドッキ ルンルンララン 元気にオハヨーさん
今日も１日 業務は快調　Happy Day Happy Smile
ドッキドッキ ルンルンララン お疲れゴクローさん
みんなの憧れ 会社のアイドル 正光女子 Yeah ！

遠い昔に忘れた　小さな君の宝物
ドミノ倒しのように　 緩く鈍く流れてく

ふわりゆらり忘れてく　パタリパタリ忘れてく
どこか遠くへなくしては　色んな事がもぉ解けないよ

1000％ループする　事だらけの世界で
君は君を忘れていくけれど
1000％ループする　事だらけの世界で
巡りあった事さえ

会社のＰＲそして、地域活性化の為
事務員 5 人が立ち上がり、結成されました。
また、自慢の社員をたくさんの方に見て頂きたいと
言う社長の思いからデビューが決まりました。
ｔhe OYSTARS の舩江修氏がプロデューサーを
務め話題になっています。
主に、廿日市を中心にステージを行い
地元廿日市を盛り上げるため日々頑張っています。
アイドルとしては、初の現役女子事務員のアイドルで、平均年齢は 19.8 歳の 5 人で結成されています。
メンバーは、笑顔で癒し系リーダーゆかちゃん。クールでしっかり者なのだりょう。
お調子者でムードメーカーなさくら。清楚で小悪魔なマイマイ。
それぞれの個性的なキャラクターで今注目のアイドルです。

2010 年 8 月に誕生した愛媛発のご当地アイドルユニット。
15 歳から 20 歳までの 5 人の少女たち。
2010 年３月に「恋愛エネルギー保存の法則」でＣＤデビュー。この曲はオリコンインディーズチャートで見事１位を獲得した。
その後もセカンドシングル、サードシングルを発売、地元松山のライブハウス「ひめキュンホール（松山キティホール）」を
常設会場にした定期公演は、チケット発売数分で完売するなど、その人気はうなぎ登りである。
現在、ローカルＣＭ2 本、ラジオ番組レギュラー２本、テレビレギュラー１本を抱える。
全国放送のバラエティ番組にも度々登場、その知名度は全国区になりつつある。
2011 年 11 月には東京単独ライブを成功させ、「西日本最強のご当地アイドル」とも称される。
2012 年 3 月 28 日、4 月 11 日には、4 枚目シングル、５枚目シングルが発売、またひめキュンフルーツ缶主演の
映画「へっぽこエスパーなごみ」も 8 月 4 日より全国ロードショー決定 ! その活躍がますます期待される。
2012 年 6 月 27 日にニューシングル「例えばのモンスター」発売、そして 8 月 1 日には、ファーストアルバム「恋愛ミラクル」発売、
8 月 28 日に 2 周年を迎え、9 月よりひめキュン初の全国ツアー「ひめキュン "IDOROLL" TOUR 2012 Universal Truth !!」を行う。
2013 年 1 月 23 日に 7 枚目のシングル「キラーチューン」発売。2013 年 3 月 27 日に 8 枚目のシングル「バズワード」発売。それに伴い全国 14 カ所ワンマンツアー決行
2013 年 4 月現在

（左から）

Kana（かな）：2001 年 4 月 13 日生まれ　O 型　★マジカル担当メガネがトレードマーク

Minami（みなみ）:2002 年 11 月 10 日生まれ　O 型　★みんなの妹★おめめくりくり

Saki（さき）：2001 年 5 月 9 日生まれ　B 型　★いつも元気いっぱい☆元気印

●結成：2011 年 1 月 30 日
●出身：兵庫県姫路市
●正式名称：Hmj( エイチエムジェイ ) 姫 ( ひめ ) っ ( っ ) 娘 ( こ )5( ファイブ )
　（Hmj は姫路からのネーミング）
●姫っ娘 5 の 5 の意味：姫路の「自然」「歴史」「文化」「観光」「グルメ」の５つのテーマで大きく広げていきたい。
●何故忍者の格好をしているのか：姫路を PR する場所があれば神出鬼没に、どこにでもでかけて行き、
色々なものに変装して、歌、ダンスなど、いろいろな特技（忍術）を駆使する、大人も子供も元気にする「くノ一」です。

シュシュ　シュシュ　シュシュ　シュシュ　（シュリケーン）
シュシュ　シュシュ　シュシュ　シュシュ　（ハ リケーン）

斜め後ろの席から
君の横顔見てたら
胸がズキュンと高鳴り
これが恋だと知ったよ

友達にバレないように
先生に怒られないように
君にキチンと伝える
最高の武器があるんだ

こんな気持ちは初めてだけど
笑顔の手裏剣　君に投げるよ

☆手裏剣シュシュ　シュシュシュー（イェエー !）
君のハートを狙いうちさ
手裏剣シュシュ　シュシュシュー（ソイヤー！）
僕はいつでも見つめてるよ
手裏剣シュシュ　シュシュシュー（イェエー !）
君のハートに忍び込むさ
手裏剣シュシュ　シュシュシュー（ソイヤー！）
僕の想いも飛んでゆけ！

Tea Time は ちょっとしたワイドショー　
女子のアレコレ話は エンドレス

茶柱立った 給湯室でほんのり
何かいいこと ありそうな予感 
オシャレして遊び行こう アフターファイブ 

晴れ 時々 雨 ピチ肌水弾き
激しい業務も顔色変えずに Cutie Girl Cutie Dance
雨 時々 晴れ 化粧のノリ OK
自分で言うけど 会社のオアシス 正光女子 Yeah ！ Yeah ！

ドッキドッキ ルンルンララン 元気にオハヨーさん
今日も１日 業務は快調　Happy Day Happy Smile
ドッキドッキ ルンルンララン お疲れゴクローさん
みんなの憧れ 会社のアイドル 正光女子 Yeah ！
正光女子 Yeah ！ Yeah ！ 正光女子

深く冷たい夢の中　色をなくし彷徨 ( さまよ ) って
ループされる日々の中　君は君をなくしてた

ふわりゆらり忘れてく　パタリパタリ忘れてく
どこか遠くへなくしては　色んな事がもぉ解けないよ

1000％ループする　事だらけの世界で
君は君を忘れていくけれど
1000％ループする　事だらけの世界で
巡りあった事さえ

色んな事を見ないフリして　色んな事に流れていって
色んな事を傷つけていって　もぉなにも解らないよ

1000％ループする　事だらけの世界で
君は君を忘れていくけれど
1000％ループする　事だらけの世界で
巡りあった奇跡がループされて
1000％ループする　事だらけの世界で
君は君を生かし殺しもするけれど
1000％ループする　事だらけの世界で
ループされる奇跡の中へ

校庭を走る君は
みんなの憧れの的
頭ガツンとくるよな
キラキラ光る存在

ライバル多し手強い
誰よりリードしたくて
君にアピールしなくちゃ
秘密兵器があるんだ

席替えまでに仲良くしたい
笑顔の手裏剣　君に届けよう

手裏剣シュシュ　シュシュシュー（イェエー !）
ちょっとハードな君だけれど
じゃん拳シュシュ　グー・チョキ・パー（アイコー！）
出たとこ勝負　頼りにして！
手裏剣シュシュ　シュシュシュー（イェエー !）
君のハートをさらいたいよ
手裏剣シュシュ　シュシュシュー（ソイヤー！）
必殺技を受けてみて！

シュシュ　シュシュ　シュシュ　シュシュ　（シュリケーン）
シュシュ　シュシュ　シュシュ　シュシュ　（ハ リケーン）

こんな気持ちは初めてなのさ　
笑顔の手裏剣　君に投げるよ　「オッケー !?」　（オッケー！）

（☆repeat）

シュシュ　シュシュ　シュシュ　シュシュ…
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自転車押してく坂道で
君の横顔をそっと見てた
笑いあっている　この時間が
今の何よりも愛しくて

この鼓動止まらない
斜め前の席　あの日から

※
大好きだよ　伝えたい
この想い届けたい
ひとひらの恋よ　花になれ
いちご味のドロップひとつ
切ない僕のこの気持ち
言葉にするよ、いま

ららら Love Phone Yeah (Yeah)

ずぅっと憧れていた自分専用ケイタイ
今日から君はボクのもの
やっと聞きだしたけど未入力のアドレス
こんな気持ちは初めて！…かも？

勢いが大事！勇気を出して
最初のメール間違えて消しちゃった

ららら Love Phone Yeah
会えない時間も　いつでも
キミの笑顔が目の前にある
ららら Love Phone yeah
もっと一緒にいたいから　
この気持ちを君に送信中 (CHU☆)

悲しいときも一緒
涙に濡れても平気
キミは聞き上手
手放せない

2011 年の 7 月にデビューした『きみともキャンディ』
名前の由来はいろんな色や味のあるキャンディは
きみの友達だよということを意味している。

現在 3 枚のシングルを発売し、
オリコンウィークリーインディーズ 1st シングル 14 位、
2nd シングル 18 位、3rd シングル 17 位と活躍中。
最近では県外でのライブも精力的にこなし、
2013 年 4 月には初の東京ライブもひかえている。
アイドル路線の楽曲のみでなく、
多ジャンルの曲を歌う彼女たちの定期公演も是非見に来てほしい。

2013 年は美作国建国 1300 年！ 
美作地域ではこれからいろいろなイベントが開催されます。
SakuLove は美作国のご当地アイドルとして、
美作地域の観光物産をどんどん PR していきます。

※SakuLove は美作国建国 1300 年 PR 天使
＆美作観光連盟観光フレンズに任命されています。

5 月 5 日に SAMZ　RECORDS から、
二人組ニューウェイブガールズユニット

【さくマイ】のデビューが決定いたしました。
デビューに向けて、アイドルの活動としては奇抜な
路上ライブや地方でのイベント、
平成 25 年広島市の成人式のステージなど
たくさんのところで活躍しています。
本楽曲の制作に【the OYSTARS】の【舩江 修 氏】【HARRY 氏】、

【ACC 金賞と作曲賞】を受賞の【Jungle Smile】の【吉田 ゐさお 氏】が努め、
楽曲のクオリティも高い今、注目度 NO.1 のユニットです。

ちょいといいカンジな気配 ひょっとしたらあるかもよ
うちら噂のさくマイ
会社の PR のはずが 調子にノリすぎた末に
もはや止められまい

ネットは炎上 元彼からメール
スリリングな毎日にドキドキしてる

Hit and Run， I ‘m Lucky Girl．たぶん 無敵な存在
Everyday， I ‘ｍ Happy Girl．今宵 素敵に乾杯
次のステージは Sunday，Monday，チュウして

大人の企みとサゲスマレ ブスだの何だのと言われ
まるで てんてこマインド

傷付く時もある だって女の子だもん
ホントは gkbr だけど大きな声で

少し短くした前髪
分かってくれたの　近づいて
カーテンの揺れる教室は
大切な瞬間くれる魔法

携帯のアドレスに
入れた誕生日　気づいてる？

大好きだよ　伝えたい
この想い届くように
ひとひらの恋よ　花になれ
スカートにふわり風
ひるがえし走り出す
言葉にしたよ、いま

キミがいないと不安でたまらない
どこにいたっていつでも呼び出すよ！

ららら Love Phone Yeah
会えない時間も　いつでも
君の笑顔が目の前にある
ららら Love Phone Yeah
もっと一緒にいたいから
この気持ちを君に送信中 (CHU☆)

もしもし、若奈。元気しとる？
もしもし麗奈だよ。なんしょん？
もしもし美南です。ちょっと話したいんじゃけど、ええかな？

ららら Love Phone Yeah
会えない時間も　いつでも
君の笑顔が目の前にある
ららら Love Phone Yeah
もっと一緒にいたいから
この気持ちを君に送信中 (CHU☆)

I can not forget ｍy heart．みんなで笑いたいだけ
Rainyday， I ‘ｍ in Blue Girl．人生そんなもんだい
時に気分は Hi-Fi，Lo-Fi，横這い

社長の閃き 魔性の囁き 颯爽と煌く さくマイ色めく
多少のトラブル PASSION もって Go Go ！
社長はウキウキ 稼業もメキメキ 会場はざわめく 
さくマイときめく
My Song 轟く 頂点獲って Yeah Yeah ！

通り雨すぎて ほろにがい微熱
夢中になってる今が幸せなんだ

Hit and Run， I ‘m Lucky Girl．たぶん 無敵な存在
Everyday， I ‘ｍ Happy Girl．今宵 素敵に乾杯
I can not forget ｍy heart．みんなで笑いたいだけ
Rainyday， I ‘ｍ in Blue Girl．人生そんなもんだい
いつも気分は Sky High，Fly High，毎回会いたい。。。

Ah 素直になれずに
唇かみしめた
Ah こぼれる涙は
簡単な答え求めてるの

遠い距離近づいた
花咲く季節の中で２人

※

友達だった頃よりも
甘い蜜溢れるように
恋する乙女は花になる
願い事　ドロップひとつ
ほおばったら勇気出して
言葉にするよ、いま
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Shining grace  (wow wow wow)  
Starry sky (Go far away ... wow wow wow)
Blazing heart  (Get it over... Get it over...)
Dreaming on  (Get it over... Get it over...)   
Shining grace (Get it over... Get it over...) 
Do you wanna make it into the shine ？

粉々に砕けた　夢のかけらを　いまは握りしめてる　　
傷ついた瞳が　こぼした涙　無駄じゃないから　

You can break your walls 越えてゆける 
何度でも　立ち向かう勇気が
Believe yourself　
いつかきっと　奇跡さえ呼び起こす

退屈な授業　眠気覚まし 紙飛行機 折ってみた
進路指導のプリント 夢を描いて 
憧れているの 声援に包まれたステージを 
とびっきりの笑顔で幸せにするの  

さあ、ドアを開けよう 
未来のステージへ おもいきり飛びだそう 
いつか 輝いてる自分を信じて  

あなたに届けたい 100% の想い 
そのスピードで奇跡を 起こすから 
明日へ向かって 100% の想い 
そのスマイルで 幸せにするから 
 
いつか　不安な気持ちになっても
あの日飛ばした紙飛行機を目指して 
彼方の光に向かって走り出せ

スーパー高知アイドルプロジェクトの頭文字をとって
Ｓ★ＫＩＰ（スキップ）と名付けられた高知のご当地アイドルが遂にデビュー！
高知県内でアイドルを目指す女の子約 100 名の中から、
県民投票で選抜された一期生「國澤和華」「安藤小夏」「安藤さくら」「池田麻由」
による４人のユニット。
彼女らの注目度は絶大で、
デビュー前のオーディションイベントにもかかわらず 500 枚のチケットが
わずか 10 分で完売する伝説を作った。
デビュー作品となる「輝く星の軌跡」は、地元の音楽会社サウンドルーツが全曲をプロデュース！
あのアイドルグループにも楽曲を提供するミリオン作家が手掛けた。
2012 年 4 月 25 日、満を持して同社レーベル RIGLU RECORDS から全国発売決定！
ご当地アイドルの枠を超えた本格的なサウンドとダンスは全国的に注目されている。

2011 年 10 月 30 日
「アクターズスタジオ徳島校選抜メンバー」による
ユニット 『Ｂａｂｙ　ｄｏｌｌｓ』デビュー！ 
ローカルアイドル発祥の地、
徳島を活動拠点とし全国へ発信中！

2010 年 8 月 1 日発足当時はファンタピースの名称で活動
2012 年 2 月 1 日現ユニット名に改名して再デビュー
再デビューシングル CD 第一弾が「レッツパーティタイム」です。
所属先は㈱日本橋エンターテイメントプロ
メンバーは、現在 11 歳（小６）～ 21 歳（大４）の 17 名で構成。
大阪・日本橋の NEP She☆Stars 専用劇場「Love Com」を拠点に
歌って踊って話せるアイドル達として毎週水木土日にライブを実演中。
シングル CD はこの 1 年で既に第６弾までリリースしている。
メンバー全員日頃から何事にも真剣に取り組み、
エネルギッシュなステージとライブ直後に NEP 独自の Com タイムで
一所懸命「愛・夢・感動」をお届けしています。

「失恋しちゃった」って急に泣きだしちゃっているメイクのくずれちゃった女の子
せっかくいつもは可愛いスマイルを決めてるのに本当もったいない  

毎日どこか退屈そうな顔をしてずっと悩んでいる男の子
本当の心の中はもうウズウズしてるんじゃない？こっちおいでよ　　

新しい扉開けてみたなら集まって
今日の嫌な事なんか忘れちゃって今からはしゃごう                

手を上げてリズム乗ってジャンプして踊りあかそう
ほらもう笑顔がどんどん増えていくよ
声出して思い切りもっともっと盛り上がろうよほら歌って
みんなの歌声が聞こえてくるたびにハイテンションになっていこうよ

こんなに大きな世界だから立ち止まっている大人も子供も
深呼吸して羽広げてまだ見ぬ世界へちょっと行ってみない？        

新しい希望見えてきたなら迷わず
風に乗って虹色のように今から輝こう                            

手を伸ばしピカピカの太陽に笑いかけよう
ほらもう幸せなパワー集まるよ
いつだって思い切りもっともっとこの歌を歌おうよずっと
みんなで次のステップに飛び出して明るい明日を作っていこうよ　　

手を上げてリズム乗ってジャンプして踊りあかそう
ほらもう笑顔がどんどん増えていくよ
声出して思い切りもっともっと盛り上がろうよほら歌って
みんなの歌声が聞こえてくるたびにハイテンションになっていこうよ

みんなで次のステップに飛び出して明るい明日を作っていこうよ

みんなの歌声が聞こえてくるたびにハイテンションになっていこうよ

Starry sky　星を　Blazing heart　胸に灯し　
いま　Flying high　高く　羽ばたいたなら　
掴める　Shining grace 

崩れそうな空に　闇を切り裂く　ひと筋の光いま　
誰かが見つめてる　ひとりじゃないよ あきらめないで　

You can try to smile 憂い捨てて　
涙さえ　微笑みに変えてゆく
Get your dream 
揺るぎのない　思いなら叶うから

Braving days どんな　Stormy sky　嵐さえも
そう　hanging on 強く　駆け抜けたなら　
そこには　Bright future 

You can break your walls 越えてゆける 
何度でも　立ち向かう勇気が　
Believe yourself　
いつかきっと　奇跡さえ呼び起こす

Starry sky　星を　Blazing heart　胸に灯し　
いま　Flying high　高く　羽ばたいたなら　
掴める　Shining grace

あなたに届けたい 100% の想い 
そのスピードで奇跡を 起こすから 
明日へ向かって 100% の想い 
そのスマイルで 幸せにするから  

10 年後の自分に届いて欲しい 
このまっすぐなキモチだけは 
ブレずにいたい  

あなたに届けたい 100% の想い 
奇跡は起こるから 走り続けよう  

あなたに届けたい 100% の想い 
そのスピードで奇跡を 起こすから 
明日へ向かって 100% の想い 
そのスマイルで 幸せにするから



DISC 4 DISC 5

Oh!Yeah! 愛し合おうぜ！
Baby! 海よりも深く
Oh!Yeah! 感じ合おうぜ！
Baby! 宇宙（そら）よりも高く

いきなりテンションを上げて
無理矢理　ガバッ！って起きて
スケジュール帳を見ても　　
予定は　仕事ばっかりで　　　　　　　　
イケてないオーラが全開で　
メイクも服もお座なりで　　
やっつけで　過ぎてく毎日　　　
あの日　君に　出逢うまでは　
美人だ？ブスだ？　バカみたい
大事なんは個性（キャラ）です
幸せになるために　生きてるんだゼッ！

はしゃいでたい !　笑ってたい !
愛が舞う季節の中で　

『君がそばにいる…』そんな事が
YES ！存在証明　
いつまでも　そう　いつまでも
終わらない唄を　唄って　　　
君だけ間近に感じてたら
ずっと〈もう！〉　
怖いものなんてないよ　
Darin'×２　いつでも
Darin'×２　好きだよ
Darin'×２　本当に
Darin'×２　好きだよ

小っちゃい頃　夢見てた
大人になってるかな？
仕事も恋も夢も　結局は
自分しだい…だぜーッ！
さぁ！行こうぜ！セクシーに　綺麗に
なりたい自分になっていこう
やる気も勇気も　満載！
 そうです！
君に　出逢えたから
無理だ？馬鹿だ？　うるさいなぁ～
ネガティブは邪魔です
あれも　これも　しまくろう！
容赦しないゼッ！

はしゃいでたい !　笑ってたい !
愛が揺れる風の中で

『君と生きてゆく…』そんな事が
YES ！存在証明
会えなくて　で　淋しくて
眠れないそんな夜も
君の事ばかり想ってたら
きっと≪So ！≫
誰よりも幸せよ

Oh!Yeah! 愛し合おうぜ！
Baby! 海よりも深く
Oh!Yeah! 感じ合おうぜ！
Baby! 宇宙（そら）よりも高く
Oh!Yeah! 愛し合おうぜ！
Baby!　もっと　もっと　もっと
幸せになるために
生きてるんだゼッ！

コンビニ行って選べばいい、カロリー見て買えばいい
安心買って食べればいい、目指す体型
お昼なんて抜けばいい、サプリもね　飲んでいるし
決心だって固いのよ、減らせ脂肪

燃やせ　体脂肪を　上げろ　代謝率を
たたけ　無駄なもの　それが　彼の好みだから

★カロリーカロリーなんて、悪魔の魅力　満点
　ビタミンもミネラルも含んでる .. です。
　カロリーカロリーなんて悪い物じゃないから
　その　中身を見てね　ひつ（よう）やり過ぎに　ご注意を

インターネット開けばいい、セオリー見てやればいい
余分な脂肪燃やせばいい、落とす体重
夕飯だって抜けばいい、カプシもね　試してるよ
熱心だって言われるし、見てろ脂肪

燃やす　脂肪酸　燃やせ　有酸素で
付ける　筋力で　それが　僕の好みだから

★Repeat

ラーメンは（豚骨で）
アイスクリーム（アイスクリーム）
チョコレイトは（チョコレイトは）
乙女たちは、外せない神だから

★Repeat

2007 年 7 月 23 日に Ryoko( 右 ) を中心に
結成されたアイドルユニット。
2008 年 6 月には新メンバー Misa( 左 ) が加入。
関西を中心に活動していたが、
2010 年 1 月から東京に拠点を移し、
関西代表のアイドルとして、東京でもライブを中心に活躍！
オリジナル曲・ライブ選曲・ダンス等、
全てに於いて他のアイドルグループとは
一線を画すクオリティで、
関西独特な奇抜な MC もあり話題沸騰！！
2013 年 4 月 21 日に熱狂的ファンに惜しまれつつ

「渋谷 REX」にて解散ライブ。

LinQ( リンク ) とは、
2011 年 4 月 17 日にデビューした九州発アイドルグループ。LinQ＝「Love in 九州」の頭文字から発想した造語で、
アイドル活動を通じて色々な人やもの、地域や国などを繋ぐ事の出来るグループに、そして「笑顔の架け橋」になれるようにとの思いを込めて命名された。
アイドル活動を通じて、九州を元気にし、アイドル文化の発信都市としての認知を目指し、アイドル文化を九州の「特産品」にする事を目標に、公演やイベント出演などを重ねている。
また、地元企業とのコラボレーションや募金活動などにも積極的に参加をしている。
メンバーの中でも、18 歳以上のメンバーからなる LinQ Lady( リンク　レディー )、主に高校生以下のメンバーからなる LinQ Qty( リンク　キューティー ) の２つにグループ分けされており、
楽曲によって、それぞれ単独、混合のパフォーマンスを披露でき、セクシーな魅力とキュートな可愛らしさを兼ね備える点が大きな魅力、特徴となっている。
2013 年 1 月 5 日、発のホールワンマンライブを福岡市民会館で開催し、1500 名以上の動員を記録。カメラでの写真・動画撮影をフリーにするなどアイドルライブらしからぬ企画を盛り込み、注目を集めた。
1 月 30 日発売の 5th シングル「CHIKU-TAKU/ ゴーイングマイウェイ！」はオリコンシングルチャート 5 位を記録する。インディーズレーベル所属アイドルが 2 作連続でトップ 10 入りしたのは史上初。
2 月 17 日リーダー上原あさみ卒業公演にて、所属レコード会社移籍を発表。株式会社ワーナーミュージック・ジャパンにてメジャーデビューを果たす。
デビュー 2 周年、4 月 17 日に 6th シングル「チャイムが終われば」を発売予定。レコチョクにて独占先行配信された「チャイムが終われば」の着うた (R) が
レコチョク着うたデイリーチャート初登場 1 位 (3 月 29 日付 ) を獲得。
主に、福岡市天神にあるベスト電器福岡本店 11F ベストホールにて土日を中心に公演を開催中。

沖縄出身のティーンモデルズモデル３名からなる
ダンスボーカルユニット

「Lucky Color’ s ～ラッキーカラーズ～」
メンバーそれぞれが持っている
“ラッキーカラー” を身につけ
ラッキーカラーの
パワーとパフォーマンスで

「多くの人に元気を届けたい」という
意味を込めて結成。

Mr.Jealousy　HeyHey
プンプン Jealousy 感じるの？
ワイワイ Jealousy キュンキュン Jealousy
わたし見えてるの
Mr. Jealousy　HeyHey Jealousy
プンプン Jealousy 感じてよ
ワンワン Jealousy
いまこそ I get you

マンネリのデートになったら
衝撃的な服着て
覚悟はいいの？　Baby Baby Boy ！

スクランブル交差点で　すれ違う人に
ついて行っちゃう　素振りしよう
指差し

Mr. Jealousy　HeyHey Jealousy
プンプン Jealousy 感じるの？
ワイワイ Jealousy キュンキュン Jealousy
わたし見えてるの？　-OK ？ -

Mr. Jealousy　HeyHey Jealousy
プンプン Jealousy 感じてよ
ワンワン Jealousy　ジンジン Jealousy
いまこそ I get you

はしゃいでたい !　笑ってたい !
愛が舞う季節の中で

『君がそばにいる…』そんな事が
YES ！存在証明
いつまでも　そう　いつまでも
終わらない歌を　歌って
君だけ間近に感じてたら
ずっと≪もう！≫
恐いものなんてないよ
Darin'×２
いつでも
Darin'×２
好きだよ
Darin'×２
本当に
Darin'×２
好きだよ
Darin'×２
いつでも
 Darin'×２
好きだよ
Darin'×２
本当に
Darin'×２
好きだよ
ずっと
ずっと
ずっと
ずっと・・・
ずっと

友達以上？　恋人でしょ
興味本位なの？
シャッター押して　このココロ
刻んでみてよ　Listen to My Heart

ダイレクトに私だけ　もっと見つめてよ
ハッピーエンド欲しいから
投げキッス撃ちこむ　Bang!Bang!Bang!Bang!Bang!

Mr. Jealousy　HeyHey Jealousy
プンプン Jealousy 感じるの？
ワイワイ Jealousy キュンキュン Jealousy
わたし見えてるの？　-OK ？ -

Mr. Jealousy　HeyHey Jealousy

プンプン Jealousy 感じてよ
ワンワン Jealousy　ジンジン Jealousy
いまこそ I get you

My Heart is for you, Please Please sign to me so, ほんとは I miss you
My Heart is for you, Please Please sign to me so, いまこそ I get you
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鳴り響く目覚ましを　
抱え込んでまた眠る
鳥のささやきも　聴こえなくて
甘い夢の続きへ落ちて

普段なら通らない　
大通り rush hour
信号がすぐに赤になって
引き返せばクラクション

マイペースなんて言われて
反省してみても
自分らしくいいよね

※1) I believe ！
　　Welcome a good day!
　　誰もできない
　　願いを輝かせたい　だから　
　　Go my way!

見渡して似てるものを
見つけて安心してた
でもいつの日でも　
ひとりじゃない　
生まれたときからずっと

この広い世界の上で
出逢いへ繋がれば
キセキを感じるから

[Rap]
　Always days この心が
　優しくなるほどの
　愛しさの signal 灯す
　今 1.2.3.4.5.6.7

※2) I believe ！
　　Welcome a good day!
　　君がいるから
　　願いいつまでも抱いていける
　　Dreamy way!

I believe ！

※1) ※2)

Love ！ありがとう yeah yeah yeah ！
手と手つないだ瞬間始まる予感
Clap ！おめでとう yeah yeah yeah ！
きたるべきものが来たって感じ！？
今日は２人出会った記念日

世界中が Love&Peace ！世界中が Love&Peace ！
世界中が Love&Peace ！世界中が Love&Peace ！

ゲームな恋なら昨日に忘れておいで
終わりかけの時刻 刻々
眠気 蹴飛ばし 愛育んでみる！？
二文字の言葉 軽々しく口にしないで
それでもグッと伝わる
な・ん・て
これぞまれにある運命ってヤツ！？

ビ・ビビ！ Only you ！
マイダーリン！ Love me do ！
みんなうらやむ Lucky Lucky girl ！
ビ・ビビ！ Only you ！
マイハニー！ Love me do ！
みんなささやく Lucky Lucky boy ！

2007 年から活動を始めた Shizuka(24) Ayaka(21)
Chihiro(19) の福岡在住 Dance&vocal Unit。
2011 年に TRICK8f７月『恋をして』をリリース、
渋谷クルコレランキングにおいて

（女子高生が次にヒットするランキング）３位になる。
2012 年 10 月 20 日にニューシングル

『Smart Girls』リリースに続いて『Kiss of snow』、
2013 年は『アスファルトけとばして』をリリース。
昨年行われた 1st ワンマンライブでは、
パフォーマンスは勿論の事、持ち前の明るさと
飾らないトークが評価を上げました。
九州福岡から発信の TRICK8f( トリックエイト )、
期待度 NO1 の Girls Dance&vocal Unit です。

「MAIDE in 福岡アイドル」をキャッチフレーズに、
福岡のティーンズモデルタレントで結成された
ダンスボーカルガールズユニット。
現メンバーで結成３年目！！メンバーはユニット枠に
とらわれず個々がモデル、タレントとして CM・映画・
舞台などで活躍し、福岡の様々なシーンを盛り上げる

【Rev= 夢】あふれる女の子達１５名。
２０１１年６月より福岡を拠点に全国、アジアを視野に入れ【Rev.from DVL】と名前を改名し、いよいよ本格始動！

【Rev.】とは revolution の略とハイチの言葉で「夢」と言う意味を掛けています。
皆への応援歌をテーマにしたオリジナル曲を中心に、タップやダンスを取り入れたショーは必見で、
アイドルイベントからダンス、タップショー、芝居等の芸術鑑賞会まで様々なニーズに対応して七変化する一風変わった実力派。
各イベントの度、ステージングが異なり今日の「私」より明日の「私」、今日の「Rev」より明日の「Rev」!
を合い言葉に、福岡の様々なシーンで躍進を続ける現在進行形成長型アイドル【Rev.fromDVL】
彼女達の２度はない！ステージを是非１度ご覧あれ。

（左より）
あやか　　18 才
りこ　　　15 才
もにか　　17 才
ののこ　　17 才
りな　　　17 才
はるか　　15 才
りほ　　　17 才

wowowow
青春サバイバー　キラキラ　輝くジェネレーション
だから　泣き虫なんてセイグッバイ　ときめくハート∞（無限大）
一緒に未来を迎えにいこうよ

かわりばえない毎日の中で　かけがえのない友と出逢い
放課後だけじゃマジ話足りないから！

運命と呼べる程の偶然　信じて　今日も裏切られて
友情と言う名の必然　マジ感謝

戸惑い、悩み　一人ぼっちじゃ　不完全燃焼
ありえないくらい　メールばっかしてるけど　いーでしょ？
生きがいコミュニケーション！

wowowow
青春サバイバー　キラキラ　輝くジェネレーション
もっと　幸せ感じてたいし　朝まで歌ってたいし　夢見ていたいし
wowowow
清純ビリーバー　まだまだ　わからないディレクション
きっと　不安だらけのティーンエイジ　人生の一ページ
描くよ　青よりもっと青い春

陽気な朝には目覚まし鳴り響く前に
土日祝日人ごみの中
疲れ知らずでお出かけしてみる？
方向音痴２人行き先はどこ？互いにお任せ；
どこでもハッと思えるデジャブ
これぞまれにある運命ってヤツ！？

愛したい？愛されたい？
どちらかなんてありえない
ないも同然 当然な話
追いつ追われつ落ち着かないけど
疲れなんて感じない
なんてナイスな気分

眠れない？眠りたくない！
胸かすめる君想う気持ち
仕事さぼりたい
そばにいたい大切な存在
10 分もあれば十分！？
なんてとんでもない ありえません

交差する　気持ち　押さえきれない　桃色アフェクション
見失うくらい　追いかけちゃってるけど　いーでしょ？
ドキドキ萌えシチュエーション！

wowowow
純情ドリーマー　これから　毎日　クリエイション
もっと　　きらめいたイメージ通り　近づくよ夢の方に
羽ばたく世代だ！
wowowow
青春サバイバー　キラキラ　輝くジェネレーション
だから　泣き虫なんてセイグッバイ　
ときめくハート∞（無限大）
一緒に未来を迎えにいこうよ
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maybe…Sha・la・la・la・LA 恋に落ちた夜
未来、輝く！そんな気がしてた
maybe…Sha・la・la・la・LA 明日打ち明けよう 心を込めた LOVE WORD
(1,2,3…Go!!)

いつもため息混じりの日々、うんざり もう何一つ楽しくなんかなくて
自分変えよう！と誘われた合コン 行ったとき君に、君に出会った

不器用に話かけてくれた 瞬間にこの胸の 赤い実弾けたの

maybe…Sha・la・la・la・LA 恋に落ちた夜
未来、輝く！そんな気がしてた
maybe…Sha・la・la・la・LA 『明日何してる？』 悟られないよう送った mail

待ち合わせ場所は駅の降りたベンチ 時間より少し早く着いちゃったな☆
私見つけて走り寄る君の顔 まともに見れるわけなんてないじゃない

本音はね 私のこと どぅ 思ってる？聞きたいんだ 手を繋いでもいい…？

maybe…Sha・la・la・la・LA どんなお化粧も
意味ないくらい見透かされそうで
maybe…Sha・la・la・la・LA 会話が途切れて 見つめあえたらわかるよね？笑

『私、こんな風になるなんて思ってもみなかった…友達と騒いでるほうが性に合ってる！なんて強がってたりしてた…
だけど、君と出会って、初めてこんな自分がいるんだ！って気付いたの。

ありがとう☆そして、よかったら…付き合ってください！！』

maybe…Sha・la・la・la・LA 恋に落ちた夜
未来、輝く！そんな気がしてた
maybe…Sha・la・la・la・LA 明日打ち明けよう 心を込めた LOVE WORD

ウソツキと言われてもいい　構わない
ひと月の半分近く　会えなくて我慢した
ケナゲな乙女心 褒めて Hold on
そう　じゃなきゃ許さない
２秒あれば ナミダ放流

☆困ってる その顔をもう少し見たい
半月分 ワガママをひとまとめにプレゼント
そう　それくらい覚悟して
オンナノコは 恋をしたら
誰だって　女優になるの

カワイイと言われるだけじゃつまらない
常識よ 今どきの子は当たり前すぐそばで
カレンな乙女心 見てて ちゃんと
そうすれば分かるよ朝も昼も夜も ずっと

～コンセプトって！？～
“青 SHUN 学園” とは一つの大きな学校です！
学園長の SHUN を筆頭に、年齢は幼稚園から高校生も
交えてファミリー的に構成されています！
メンバーは九州各地、山口、関東圏内と、
幅広く所属者たちが分布しており、
各地でのイベントに多数出演、好評をよんでいます！
～メンバーとは！？～
すでに 3 枚の CD を全国発売し、2011 年末には 2,500 人収容の
福岡サンパレスにてワンマンライブを大成功させた SHUN 学園長と、
ロック系アイドルとしてステージを奔走する青 SHUN 学園、
メンバー総勢約 40 名が所属しています！
～大きな活動って！？～
東京・九州を拠点に活動しており、毎週のようにイベント出演、
単独ライブを行っています！
2 月 11 日の東京・CLUB SEATA 単独ライブでは総動員数 341 人を達成、更に 5 月 5 日には Zepp Diver City Tokyo での単独ライブが決定しています！

日本の女性が持つ奥ゆかしさ ( 純情 ) を表現できる【平成のやまとなでしこ】がコンセプト。 
2010 年結成から 2 年間、ＪＡ全農ふくれん公認で福岡・特産物の苺『博多あまおう』の公式応援隊として活躍。
2013 年からは『博多あまおう公式応援隊』の経験を活かし、博多あまおう始め、九州、日本の美味しい『苺』の魅力を伝える

『全国いちご応援隊』として活動します !!

苺をイメージした真っ赤なワンピースドレスに『やまとなでしこ』 を意識して着物をアレンジした衣装は
個性に合わせて各自違ったデザインになっており、個性的な衣装も要チェック !!
珠玉のサウンドに彼女達のピュアな乙女心を詰め込んで福岡から全国にお届けします♪

今回の収録曲『カレン』は、今年４月からのニューメンバーとなる彩夏が参加した。

2011 年 12 月に開催された
「トップバンクシンデレラオーディション」より、
応募総数約 300 名の中から 17 名の様々な個性を
もった女の子を選出しました。
ファン自身が各々のネット・モバイル環境を
利用してリアルアイドル達を成長させ、
アイドル達が人気を得ることで自身も達成感や
一体感を共有できる環境を作り出す事を目指しています。
ユニット名の Raise chouchou は一般公募のなかから選出されたもので、Raise= 育てる ChouChou= お気に入りの＝『お気に入りのユニットのメンバーを育てていく。』という
意味が込められています。また、chouchou には蝶のように華麗に且つ良識のある良質な女性に育っていくという願いも込められています。

Super Dreaming Girls
ゼロから始まる
今を何より大切に
Dreaming Girls
ゆずれないものは
夢見るハートひとつだけ
トキメク
未来が今より輝くように
Smile on Smile

高いハードルがあって
逃げ出したくなるけど
臆病な時こそ
立ち向かうことが大事なの

今日つまずいても
明日傷ついたとしても
昔の自分より少し強くなる ,,,
だよね？

知識だけなら
いらないんだ　欲しくないんだ
大胆に一歩　勇気があればいい
自分のチカラ　無限大☆
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どんな理論よりも
頑張った経験が大事だってこと
涙の分だけ分かったの

今日失敗して
明日落ち込んでいても
負けないココロが未来につながるの ,,,
だから ,,,

忘れたくない
今の気持ち　これからずっと
大人になったら今の自分に
’ ありがとう’ って言えるように
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神様がくれたこの世界は
誰にも平等だから
無駄な事なんて何もないの
笑顔が全てさ
EVEBODY SMILE AGAIN
EVEBODY SMILE AGAIN
EVEBODY BODY SMILE AGAIN
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★踊ってる この胸の鼓動が精一杯
心にも無い イジワルも　照れ隠しの裏返しだよ　それくらい理解して
オンナノコは 恋をしたら
何だって分かってほしい

☆困ってる その顔をもう少し見たい
半月分 ワガママをひとまとめにプレゼントそう　それくらい覚悟して
オンナノコは 恋をしたら
誰だって　女優になるの
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限られた時間の中で
愛想笑いの一つでも
振りまいてみりゃ自己嫌悪
正直な心は叫んでる

いつまでも何時いつまでも
変わらないモノがあるのなら
困難なコトが多くても
きっと探しつづけるだろう

僕は今、心を開いて
生まれてきた意味を求めて
守るべき大切なキミに
繰り返し出会う未来に

I’ m gonna to kiss you…
forever wanna kiss you to in my…
I’ m gonna to kiss you…
forever wanna kiss you to in my…
I’ ll wanna to meet you…
forever wanna to needing for kiss you…
I’ m gonna to kiss you…
forever wanna to meet you in my life…

溢れ出す感情のままに
ココロヲトキハナテ ...

今 僕を誘う君の声が聞こえてくるよ fairy tail
二人だけの物語が始まるよ ここから
迷い込んだ僕は 弾む雫うけて追いかけて
時を繋ぐ偽りさえ 残して Sa-Yo-Na-Ra さ

夏の日に紛れ込んだ 歌声は掻き消されて
覗き込む壁に掛けた 一枚を破り捨ててさ
動き出す鼓動に 自問自答重ねて
分からない答えと 光テラス道しるべ wow

今 僕を誘う君の声が聞こえてくるよ fairy tail
二人だけの物語が始まるよ ここから
迷い込んだ僕は 弾む雫うけて追いかけて
時を繋ぐ偽りさえ 残して Sa-Yo-Na-Ra さ

私たち「SPATIO」は地元大分にこだわります。
アイドルの夢は東京などの大都市でしか叶えられない。
私たちは、そんな既成概念を変えたいのです。
大分のために活躍してもらいたい。それが故郷大分を愛し、
故郷に誇りを持つことに繋がり、大分の活性化、
元気の源になると考えます。私たち SPATIO はすべての大分の
子ども達に夢を与えます。

HIGH TENSION RECORD が放つ第一弾アーティストは、
チャイムエンターテイメントに所属の 2 人組

“天使になりたい小悪魔きゅ～てぃ～ず” 
ゆりあ＆もえ の次世代ユニット『ぶれいず』遂に始動。
2013.2.16 より情報解禁！
そして 3.27 満を持して
デビューマキシシングル「My Monster」全国発売開始！

2011 年 10 月に山口県ご当地アイドルプロジェクト
オーディションから選ばれたメンバーを中心に
結成された全力パフォーマンスが売りの
山口県ご当地アイドルユニット。
UMU AWARD2012 で全国 300 組のアイドルの中から
見事ファイナリスト 11 組に選ばれパフォーマンスを披露。
YAB 山口朝日放送開局 20 周年キャンペーンソングを担当したり、
山口県のゆるきゃら「ちょるる」も彼女達の宣伝部長を務めるなど、
ご当地アイドルとして、またアイドルユニットとして
山口県を拠点に全国で精力的に活動中。

誰にも負けたくないと
空が泣いたあの日から
光る汗　遅くまで　出来るだけ　リピート
ノートの余白に書いた夢
届けゴールテープまで
譲れない　この想い　駆け出そう
RUN RUN RUN…
どこまでもくじけずに走るだけ

失敗するより 後悔した方が
後味は 苦いんだよね
背を向けて逃げるくらいなら
思いっきりぶつかってみよう　Fight!

何度転んだとしても
諦めずに立ち向かえ
＋１　立ち上がれ　それだけで　Victory
ノートの余白に書いた夢
届けゴールテープまで
譲れない　この想い　駆け出そう
RUN RUN RUN…
どこまでもくじけずに走るだけ

全速力で行け！力の限りすすめ！
後先は考えないで
今を生きる　すべてをかけて
笑われたって構わない覚悟

キラリキラリキラリと
輝いている未来を
想像すると湧き上がるパワー
のらりくらりゆっくりと
歩いてみるのもいいけれど
今はただがむしゃら　はしゃいでみよう

それが世界の終りでも
わき目も振らず駆け抜けろ
好きだから　
好きだから
好きだから
それだけ

ノートの余白に書いた夢
届けゴールテープまで
譲れない　この想い　駆け出そう
RUN RUN RUN…
どこまでもくじけずに走るだけ

いつからか まだ知らない世界へと即変貌
毛嫌いな人々の群れに 止める足音 静寂の空へ
不安定要素と 好奇心を絡めて
出来上がる料理は 二人だけのファンタジー Yeah

今 僕を探す君の声を感じているよ fairy tail
二人だけの物語を始めようよ 早く
目に見えてる事 全てが真実なんて Non-Non-Non
答え合わせ始めようよ 君とならやれるさ

今 僕を誘う君の声が聞こえてくるよ fairy tail
二人だけの物語が始まるよ ここから
迷い込んだ僕は 弾む雫うけて追いかけて
時を繋ぐ偽りさえ 残して Sa-Yo-Na-Ra さ
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( チェスト  チェスト  チェスト  レッツゴー )

花は霧島  煙草は国分
燃えて上がるは オハラハー 桜島
( ハ  ヨイヨイ  ヨイヤサッ )
雨の降る夜は おじゃんなと言たに 
濡れておじゃれば オハラハー なお可愛い
( ハ  ヨイヨイ  ヨイヤサッ )
あなたと出会って夢をつかんだ
ここに住む意味をすごく大事にしたい

チェスト！元気出せ 立ち上がるときは今ここから
変われやしないと 悩んだりもした
チェスト！信じよう 自分の出せる力すべてを
涙は笑顔のはじまりさ 流した数だけ希望がみえる

桜島には 霞がかかる
わたしゃ貴方 ( おはん ) が オハラハー 気にかかる
( ハ  ヨイヨイ  ヨイヤサッ )
可愛いがられて 寝た夜もござる
泣いてあかした オハラハー 夜もござる
( ハ  ヨイヨイ  ヨイヤサッ )
すべては始まり なのさいつでも
後悔は決して先に立ったりしない

九州（鹿児島、熊本、宮崎、大分、長崎、佐賀、福岡）
発アイドルユニット。

http://www.southerncross.asia/

チェスト！負けんなよ 諦めたらそこで終わりさ
うまく行かなくて 自分を責めてた
チェスト！突き進め 間違いを恐れちゃダメだよ
暗闇の先に見えるのは 明るい希望と輝く未来
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うまく行かなくて 自分を責めてた
チェスト！突き進め 間違いを恐れちゃダメだよ
暗闇の先に見えるのは 明るい希望と輝く未来

（チェスト　チェスト　チェスト　チェスト）


