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T-Palette Records NEWS Vol.072 
2013/7/30 

“アプガスタイルの真骨頂”なシングルリリース決定！ 

アップアップガールズ（仮）両 A 面ニューシングル 

『SAMURAI GIRLS／ワイドルセブン』9/4 発売 

初のミュージックビデオ集 DVD も 8/28 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、9 月 4 日（水）に

T-Palette Records 移籍第 7 弾となる両 A 面シングル『SAMURAI GIRLS／ワイドルセブン』を発売することが決定しました。 

 

アップアップガールズ（仮）は、ハロプロエッグの研修課程を修了したアップフロントプロモーション所属の 7 人組アイドル・

グループ。先日 7 月 24 日（水）に発売されたシングル『サマービーム！／アップアップタイフーン』の熱気冷めやらぬ中、早く

もニューシングルの発売が決定しました。 

今回発売される両 A 面の 2 曲は、アップアップガールズ（仮）らしさ溢れる戦闘的な楽曲。この夏、SUMMER SONIC 2013、

ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2013 など大型ロックフェスへの出演、さらには全国各地を巡る「1st ライブハウスツアー アプガ

第二章（仮）開戦前夜」」、8 月 31 日横浜 BLITZ よりスタートする「1st ライブハウスツアー アプガ第二章（仮）開戦」など、攻

め続けるアプガの夏に欠かせない楽曲となりました。この夏、この 2 曲がアップアップガールズ（仮）の暑い熱い夏のアンセ

ムとなることは間違いありません。 

 

また、アップアップガールズ（仮）初のミュージックビデオ DVD を 8 月 28 日（水）に発売いたします。レコチョクビデオクリッ

プデイリーランキングで第 1 位（7/15 付）を獲得した自身初のミュージックビデオ「アップアップタイフーン」、さらに彼女たちの

ライブでも人気の高い「アッパーカット！」のミュージックビデオを新たに制作し、収録されます。さらに「アップアップタイフー

ン」、「アッパーカット」の別ヴァージョンのミュージックビデオも収録。さらに MV 撮影風景の映像と盛りだくさんの内容になっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
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/ 

 
ごご取取材材、、おお問問いい合合わわせせ先先：：  TT--PPaalleettttee  RReeccoorrddss制制作作デデススクク  吉吉野野  TT::0033--44333322--00775522  

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  



 
【CD】 SAMURAI GIRLS／ワイドルセブン 

発売日： 2013 年 9 月 4 日（水） 

品番： TPRC-0053 

価格： \1,000（税込） 

収録楽曲： 

1、SAMURAI GIRLS 作詞・作曲・編曲：michitomo 

2、ワイドルセブン 作詞：オノダヒロユキ 作曲・編曲：mochilon 

3、SAMURAI GIRLS（Instrumental） 

4、ワイドルセブン（Instrumental） 

 

「SAMURAI GIRLS」 michitomo コメント 

SAMURAI GIRLS は音楽業界に真っ向勝負を挑む彼女たちを七人の侍に重ねて作りました。 

サウンド面はダブステップをさらに悪く尖らせ、UPPER ROCK のフロアを意識した作りに対してより LIVE を意識した作りにな

っております。 

極限まで「カッコイイ」を追求した今回の楽曲、「根っこは正統派・サウンド&パフォーマンスはエッジに」なアプガスタイルの真

骨頂を感じて頂ければと思います。 

ライブは死合いだ！！！ 

 

 

【DVD】 アップアップガールズ（仮） THE DVD ～ミニ MV 集 おまけつき～ 

発売日： 2013 年 8 月 28 日（水） 

品番： TPRD-0006 

価格： \1,800（税込） 

収録楽曲： 

1、アップアップタイフーン（Music Video） 

2、アッパーカット！（Music Video） 

3、アップアップタイフーン（↑↑アゲテケ Ver.） 

4、アッパーカット（Dance Shot Ver.） 

5、SAKURA DRIVE（late spring Ver.） 

6、アップアップタイフーン／アッパーカット！MV 撮影に密着！ 

収録分数：約 56 分 

 

今週発売！！！！！ 

【DVD】 アップアップガールズ（仮） 3rd LIVE 横浜 BLITZ 大決戦（仮） （2 枚組） 

発売日： 2013 年 7 月 31 日（水） 

品番： TPRD-0005 

価格： \6,000（税込） 

収録楽曲： 

1. あの坂の上まで、 2. イチバンガールズ！ 3. マーブルヒーロー 4. SAKURA DRIVE 

5. メチャキュン♡サマー( ´ ▽ ` )ﾉ 6. カッコつけていいでしょ！ 7. バレバレ I LOVE YOU 

8. 夕立ち！スルー・ザ・レインボー 9. ナチュラルボーン・アイドル 10. リスペクトーキョー 

11. サバイバルガールズ 12. shooting star 13. チョッパー☆チョッパー 14. UPPER ROCK 

15. お願い魅惑のターゲット 16. アッパーカット！ 17. End Of The Season 18. Next Stage 

19. ストレラ！～Straight Up！～ 20. サイリウム 
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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 

8 月 31 日（土）16:30OPEN／17:30START ～横浜リベンジ決戦～ 神奈川・横浜 BLITZ 

9 月 7 日（土）17:00OPEN／18:00START ～大阪決戦～ 大阪・umeda AKASO 

9 月 8 日（日）16:30OPEN／17:00START ～名古屋決戦～ 愛知・名古屋クラブクアトロ 

9 月 16 日（月・祝）赤坂 BLITZ 2 回公演（1 回目 14:00／2 回目 18:00） ～赤坂決戦～ 東京・赤坂 BLITZ 

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）開戦前夜 

8 月 13 日（火） ～長野凱旋～ 長野・CLUB JUNK BOX NAGANO 

8 月 14 日（水） ～高崎凱旋～  群馬・高崎 club FLEEZ 

8 月 15 日（木） ～熊谷決戦～  埼玉・HEAVEN'S ROCK Kumagaya VJ-1 

8 月 16 日（金） ～宇都宮決戦～ 栃木・HEAVEN'S ROCK Utsunomiya VJ-2 

8 月 20 日（火） ～豊橋決戦～  愛知・豊橋 club KNOT 

8 月 22 日（木） ～神戸決戦～  兵庫・神戸ウィンターランド 

8 月 23 日（金） ～京都決戦～  京都・KYOTO MUSE 

 

■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 
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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） 

2013/4/10 release 

Next Stage/あの坂の上まで、 
TPRC-0037 \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） 

 

 

 

 

 

■ アップアップガールズ（仮） 最新インフォメーション 

8 月 3 日 ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2013 

8 月 10 日 IDOL NATION 2013 

8 月 11 日 SUMMER SONIC2013 

8 月 13 日 ～長野凱旋～ 長野・CLUB JUNK BOX NAGANO 

8 月 14 日 ～高崎凱旋～  群馬・高崎 club FLEEZ 

8 月 15 日 ～熊谷決戦～  埼玉・HEAVEN'S ROCK Kumagaya VJ-1 

8 月 16 日 ～宇都宮決戦～ 栃木・HEAVEN'S ROCK Utsunomiya VJ-2 

8 月 17 日 ～プロレスの進歩と調和～ 両国国技館 

8 月 20 日 ～豊橋決戦～  愛知・豊橋 club KNOT 

8 月 22 日 ～神戸決戦～  兵庫・神戸ウィンターランド 

8 月 23 日 ～京都決戦～  京都・KYOTO MUSE 

8 月 25 日 ジモドルフェスタ 2013 SUMMER 

8 月 31 日 ～横浜リベンジ決戦～ 神奈川・横浜 BLITZ 

9 月 7 日  ～大阪決戦～ 大阪・umeda AKASO 

9 月 8 日  ～名古屋決戦～ 愛知・名古屋クラブクアトロ 

9 月 14 日 夏の魔物 - AOMORI ROCK FESTIVAL'13 

9 月 16 日 ～赤坂決戦～ 東京・赤坂 BLITZ 

 



 5

「SAMURAI GIRLS」 

 
I’m samrai girl 
 
<Here we go!> 
 
歴史の中で言えば今どのくらい 
大きな嵐が来るちょっと前くらい？ 
満たされない気持ちを空に叫ぶ Cry! 
戦うことに飢えた私達 Hunger 
 
留まれるほどそんな簡単じゃない  
だから休まず進むぜこの戦い 
シュートを仕掛けて席巻する時代 
終わっちゃいないぜ戦国時代 
アイドルのボーダー飛び越える位 縦横無尽な Style 
Up! Up! もっともっと Fly し続け作るぜ新世界！ 
 
もう止められない この勢い 
高なる鼓動 I just can’t stop 
そう、スタイルはポップ 魂はロック 
ジャンル壊せその手で！ 
 
(we are No1 Fighting Girls!) 
 
(up up Samurai girls) ☆マイクの刀振りかざし 
(up up Samurai girls) ☆全力で舞い踊り 
(up up Samurai girls) ☆最先端つき進み 
スポットライトの戦場盛り上げて 
  
(up up Samurai girls) ☆まだまだ終わらせない 
(up up Samurai girls) ☆輝いたこの世界 
(up up Samurai girls) ☆みんなと行く戦い 
最後に笑えばいいんじゃない！ 
 
<Come on!> 
 
ひしめく強敵(ライバル)とのせめぎ合い  
ジャンル超えた世界との戦い 
自分信じ磨き続て行く way 乗り越えていけあの坂の上 
波風が立たないままでいいのかい？  
なけりゃ自分で立てりゃいいじゃない！ 
どストレートパフォーマンス  
打ち込んでノックアウトさせるこの場所！ 
 
命かけるくらい本気になれば 必ず答えは見つかるはずさ 
迷う事無く一点突破 明日にはアプガの風が吹くさ 
 
さぁ、両手上げて空を仰げ！ 
光と音 感じて… 
 
(you are No1 Fighters!) 
 
(up up Samurai girls) ☆戦いを繰り返し 
(up up Samurai girls) ☆鍛えられたこの身体(ボディ) 
(up up Samurai girls) ☆嵐を巻き起こし 
重低音の戦場盛り上げて 
 
(up up Samurai girls) ☆運命も飲み込んで 
(up up Samurai girls) ☆切り拓くこの世界 
(up up Samurai girls) ☆魂を燃やし尽くし 
最高にに笑えばいいんじゃない！ 
 
※Repeat 
 



 
ワイドルセブン 
 

覚悟できてんのか？ 
プライド捨ててないか？ 
刮目せよ進化はこれからだ！
 
そうだ！ 
イッパイ×２ 経験しろ 
バックン×２ 緊張しろ 
絶対×２ 続けてみろ 
分かる日が来るさ 
 
だから 
徹底的にやればイイさ 
ツッパったってイイコトないさ 
人生一度きりさ 
臆病だった自分壊せ 
進化を信じてブチかませ！ 
 
あらたな たひ゛は 
さあ じぶんに きびしく 
そして たにんに やさしく 
 
せかいは ひろい 
ほら きみも きみも 
みんな うえにすすもう 
 
「レベルアップした！！」 
 
そうだ！ 
モッカイ×２ 熱い時間 
ドッカン×２ 楽しもうぜ 
一瞬×２ 大事にしろ 
今が青春だ 
 
だから 
くすぶっちゃ勿体無いさ 
完全燃焼まだ早いさ 
人生一度きりさ 
ありのままをさらけ出して 
正直な気持ちを 
ずっと 
臆病だった自分壊せ 
進化を信じてブチかませ！ 

虚しくなっちゃうような 
日々を過ごしていないかい？ 
（それってフツーに） 
（大きなお世話） 
 
社会のせいだと言って 
逃避してるんじゃないかい？ 
（サイアクじゃん） 
（どーせムダじゃん！） 
 
（調子どう？）何て答えりゃいい？ 
（ねぇねぇどう？）ナンパお断り 
（最近どう？）絶望的さ… 
ザケンナ！１０年早ぇんだよ！ 
 
そうだ！ 
モッカイ×２ 熱い時間 
ドッカン×２ 楽しもうぜ 
一瞬×２ 大事にしろ 
今が青春だ 
 
だから 
くすぶっちゃ勿体無いさ 
完全燃焼まだ早いさ 
人生一度きりさ 
ありのままをさらけ出して 
正直なキモチを解き放て！ 
 
過去を振り返るなんて 
未練がましくはないかい？ 
（やっぱ昔は） 
（イイ感じだったよ） 
 
壁にぶつかる度に 
すぐ諦めていないかい？ 
（だってムリじゃん） 
（キツイの嫌じゃん！） 
 
（調子どう？）損な役割さ 
（ねぇねぇどう？）そんなヒマじゃない 
（最近どう？）終わってますが？ 
バカヤロー！始まっちゃいねえよ！ 
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