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株式会社 Zepp ライブエンタテインメント（本社：東京都港区、代表取締役：杉本圭司）は、2014 年 1 月

18日(土)、19日（日）の 2日間、台北の河岸留言(RIVERSIDE LIVE HOUSE http://www.riverside.com.tw/)

にて”KAWAII POP FES by@JAM in台湾”を開催いたします。開催発表と共に出演アーティスト発表となり

ます。 

また、台湾でのチケット先行販売に併せ、国内向けとして各アイドル応援ツアーの実施も発表。それぞれのア

イドルが趣向を凝らしたイベント内容となっています。 

詳しくは、オフィシャルサイト（www.at-jam.jp/）をご覧ください。 

■実施概要 

*******************************************************************************************

日程     ： 2014年 1月 18日(土)、19日(日) 

開演     ： 14:00/17:00/20:00   

会場     ： 河岸留言(RIVERSIDE LIVE HOUSE http://www.riverside.com.tw/) 

出演     ： アップアップガールズ（仮）/ SUPER☆GiRLS / Dancing Dolls 

でんぱ組.inc / 東京女子流 / Dorothy Little Happy（50音順） 

料金     ： 2Dayパス           5,000台湾ドル / 16,500円(税込) 

1Dayパス           2,800台湾ドル /  9,500円(税込) 

              1Showチケット     1,200台湾ドル /  4,000円(税込) 

一般発売   ： 2013年 12月 14日(土) 予定 

プレイガイド ： イープラス 

        ※台湾国内プレイガイド：ibon、華娛售票、博客來售票網 

主催     ： Zeppライブエンタテインメント 

企画     ： @JAM 

制作     ： Zeppライブエンタテインメント / THE WALL MUSIC 

お問合せ   ： Zeppライブエンタテインメント 03-5575-5170(平日 13:00～17:00) 

公式サイト  ： http://www.at-jam.jp/ 

公式ツアー  ： http://www.kk-kanko.com/kawaiipopfes2014/index.html 

10月 28日 
株式会社 Zeppライブエンタテインメント 

“KAWAII POP FES by@JAM in台湾”開催決定!! 
ラインナップも発表！ 

アップアップガールズ（仮）/ SUPER☆GiRLS / Dancing Dolls / 

でんぱ組.inc / 東京女子流 / Dorothy Little Happy（50音順） 
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■“KAWAII POP FES by@JAM”とは 

******************************************************************************************* 

日本のアイドル達がアジアへ！ 

いまや世界の公用語ともなりつつある「KAWAII」をテーマに、国内から厳選された今をときめく女性アイドル達

が、台湾に集結。2013 年 5 月、香港で行われ大好評となったこのイベントは、その後各国からのオファーが相次

ぎ、早くも第２回を台湾で実施することに。会場となるのは、台北にある老舗ライブハウス「河岸留言」。1 日 3

アーティストによるワンマンライブが、2 日にわたり開催される。また、今回も国内ファン向けに応援ツアーを実

施。ツアーは、出演者ごとに趣向を凝らしたプランを予定しており、台湾アイドルファンだけでなく国内のファン

も楽しめる内容を企画。なお、このイベントは国内でも人気を誇るアイドルイベント“＠JAM”の海外公演でもある

ことから、内容はお墨付き。出演者とともに、お客さまに最大限に楽しんで戴くため、充実した内容の丁寧な演出

を目指す。 

 

■“@JAM”とは 

******************************************************************************************* 

アニソン・アイドル・ボーカロイド・同人・DJ等々、日本のさまざまなポップカルチャーを、音楽中心にジャンル

を超えて紹介するイベントが“＠JAM（アットジャム）”。2011年に行われた＠JAM2011は、新木場コーストにてア

ニソンやアイドル、ボカロや DJ などによる各ジャンルを代表するアーティストの音楽ライブを中心に、即売会・

アニメフード等々、バラエティに富んだ内容で話題を集めた。“＠JAM“と同時に、スピンオフイベント”@JAM the 

Field“も定期的に開催。「いまもっとも熱いアイドル、アニソン、ボーカロイド・・」をテーマにさまざまな“＠JAM 

the Field”を定期的に行いながら、その集大成として“＠JAM”を展開。将来的には、この“@JAM”が日本におけるカ

ルチャーイベントのベンチマークとなるよう、また世界中から人が集まるイベントとなることを目指す。 

【過去の主な出演者】 ※順不同 

アイドルマスター シンデレラガールズ / 藍井エイル / 三森すずこ /μ’s / May‘n / LiSA / 栗林みな実 

/DECO*27 /アップアップガールズ（仮）/アフィリア・サーガ /東京女子流 /でんぱ組.inc /私立恵比寿中学/ 

Cheeky Parade /ももいろクローバー / BiS / Dorothy Little Happy  /ひめキュンフルーツ缶 / LinQ / kz

（livetune） / DJ和  

 
 

■出演アーティストプロフィール(50音順) 

******************************************************************************************* 

アップアップガールズ（仮） 

  

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。 
そんな風に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！ 
晴れてメジャーデビューの際はグループ名の（仮）はとれるのか？？ 
◆メンバー 
新井愛瞳・森咲樹・佐藤綾乃・仙石みなみ・関根梓・佐保明梨・古川小夏 
      



 SUPER☆GiRLS 

  

Dancing Dolls 

 

でんぱ組.inc 

  
東京女子流 

 

 

 

 

 

 

Dorothy Little Happy 

  
 

 

 

仙台在住5人組ガールズユニット。2010 年 8 月にインディーズシングル「ジャンプ!」を
リリース。2011 年 3 月にミニアルバム「デモサヨナラ」で 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話題
となり急速にファン層を拡大中。最新シングルの 6 月 12 日発売「colorful life」はデビュ
ー以来最高位となるオリコンシングルウィークリーチャート 8 位(6/24 付)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。」 
写真左から：RUUNA(16才)、KANA(18才）、MARI(18才)、MIMORI(16才)、KOUMI(16
才)  

古川未鈴、相沢梨紗、夢眠ねむ、成瀬瑛美、最上もが、藤咲彩音の6人組ユニットで、「秋
葉原ディアステージ」に所属し、様々な活動を展開。メンバーはもともと、アニメ・漫画・
ゲームなど、自分の趣味に特化したコアなオタクでもある！また最近は、東京コレクション
や、ミキオサカベをはじめとして様々なクリエイターとのコラボレーションなどを活発に展
開。国内のみならず海外からも注目を集め、台北やジャカルタでのファッションイベントに
参加、さらに日本代表として、JAPAN EXPO 2013にも出演。東西野音ツアーでのワンマン
ライブも満員のファンで埋め尽くされた。TOY'S FACTORY×もふくちゃんの新レーベル
MEME TOKYO所属。シングル『 W.W.D / 冬へと走りだすお！』が、マイナスからのスタ
ートなめんな！というキャッチフレーズで話題になり、さらに、10月2日には待望の最新シ
ングル『 W.W.D Ⅱ 』をマイナスからのスタート、やっぱキツい！？をキャッチフレーズ
にリリースし、オリコン３位を獲得！ 
 
 
 
 

「avexアイドルオーディション2010」で選ばれた10人組アイドルユニット。2010年12月
に、アルバム「超絶少女」でメジャーデビュー。2011年には、「第53回 日本レコード大賞
新人賞」を受賞する。現在までに、7枚のシングルをリリースし、全ての作品がオリコンウ
ィークリーランキング5位以内という成績を残している。2013年6月には、結成3周年を記
念したライブを日本武道館で開催し、多数のメディアから注目を集め成功に終わった。音楽
活動以外にも、オリジナル脚本の舞台演劇に挑戦したり、メンバーのソロ活動として、ドラ
マ・CM・バラエティーなどの TV 出演や、雑誌のグラビア活動などを行い、アイドルユニ
ットの枠を超えた総合エンターティメントを目指しながら活動している。 

2010年 1月 1日結成。小西彩乃・山邊未夢・新井ひとみ・中江友梨・庄司芽生からなる
5 人組ガールズ・ダンス&ボーカルグループ。彼女たちは日本だけでなくアジア全域で活
躍するグループに成長することを目標とする。月 2 回ペースの定期ライブからスタート
し、LIVE活動を中心に活動、10月には初のホールコンサート、2011年 12月 24日中野
サンプラザも SOLDOUTするなど、ライブが評判を呼ぶだけでなく、2012年 3月にリリ
ースの 2ndアルバム「Limited addiction」がレコードショップ大賞にノミネートされる
など音楽面でも高い評価を得ている。日本武道館公演を昨年 12 月 22 日に成功に納め、
平均年齢 15歳という史上最年少女性グループ記録を打ち立てた。11thシングル「ROAD 
TO BUDOKAN 2012 ～Bad Flower～」がオリコン週間ランキングで 4位を皮切りに、
現在 3作連続 TOP10入り。2013年 12月 22日に 2年連続の日本武道館公演を発表。コ
ンセプトであるアジア進出もアルバムが台湾・香港で発売。さらにはフランスでの J-POP
チャート TOP10に入り,今年はさらに海外展開が期待されるなど、将来はアジアから世界
へ向けて活躍することを目指します！ 

大阪出身、全員幼馴染みで結成された平均年齢 17 歳の実力派ダンスボーカルユニット。デ
ビュー前、無名の 5 人にも関わらず動画投稿サイトで 1000 万再生を突破し注目を集める
中、ストリートライブの聖地＝大阪城公園“城天” での活動を開始。デビュー前最後のスト
リートライブでは 1000 人もの客が駆けつける。デビュー前にして、J-POP 初となる 4 曲
連続での有線お問い合わせチャート１位獲得という記録を樹立。ダンスの振り付けは全てリ
ーダーの Misaki が手掛け、多彩なキャラクターと抜群のダンス、圧倒的な歌唱力でライブ
パフォーマンスが高い評価を受ける。2012 年末、フジテレビ主催『魁！アイドル総選挙』
で 1位＆2位に選出され、最も勢いのあるグループとして話題になる。デビュー以来のシン
グルでは、「タッチ」の主題歌、「踊る大捜査線」のテーマ曲、モーニング娘。「LOVE マシ
ーン」をそれぞれサンプリング。メンバー自ら手掛ける等身大の歌詞とオリジナリティあふ
れる音楽性は同世代女子からも高く支持されている。 
 


