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アイドルネッサンスがワンマンライブで 3 大発表！ 

① 12 月 22 日ニューシングル発売決定！ 

② 2 カ月連続で、レギュラー公演人気曲収録のミュージックフォト

（生写真付き）カードを発売！ 

③ 恵比寿リキッドルームにて 2nd ワンマンライブも決定！！ 
    

    
6 人組アイドルグループ、アイドルネッサンスが本日、恵比寿ザ・ガーデンルームにて行われたアイドルネッサンス

初の単独ワンマンライブ『1st ワンマンライブ エビスではじまるネッサンス！！』の中で、12 月 22 日にニューシングル

を発売することを発表しました。（※詳細は後日発表） 

 

また、同時に 10 月と 11 月に 2 カ月連続で、彼女たちのレギュラー公演『アキバで想い出トラベルネッサンス』で披

露され、音源化が待望されていた楽曲「タイム・トラベル／Lucky」を収録した生写真付きミュージックフォトカードの発

売（※詳細次頁参照）と、来年 2 月 28 日にはセカンドワンマンライブを恵比寿リキッドルームにて開催決定も発表しま

した。 

 

初のワンマンライブのチケットは即日ソールドアウトとなり、ライブでは“アイドルネッサンスのノンストップヒットパレ

ード”として、これまで披露してきた曲の中でも人気曲を中心とした楽曲を 19 曲ノンストップで披露し、来場したファン、

更には Showroom で生配信を見ていたファンの期待を上回るパフォーマンスを見せたアイドルネッサンス。怒涛と言う

ほどに“音楽”を発信し続け、そして来年の恵比寿リキッドルームでのワンマンライブも決定。勢いは益々加速していき

ます。是非ご注目ください。 
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12 月 22 日発売となるニューシングルの内容は今後、詳細を発表します。そして 10 月と 11 月に 2 カ月連続で発売

されるミュージックフォトカードとは、アイドルネッサンスの生写真が付き、封入されているダウンロードコードから音源・

映像・音声データをダウンロードして楽しんでいただく商品。アイドルネッサンスの“世代を超えた名曲を掘り起こして、

歌とダンスでパフォーマンスをする” 名曲ルネッサンスという活動趣旨の下、アイドルネッサンスが AKIBA カルチャー

ズ劇場にて実施してきたレギュラー公演『アキバで想い出トラベルネッサンス』にて披露され、音源化が待望されてい

る楽曲を収録します。 

まず第一弾の 10 月 27 日（火）には、1978 年リリース、原田真二のヒット曲で、アイドルネッサンスの“想い出トラベ

ルネッサンス”企画テーマの象徴とも言える「タイム・トラベル」。さらに、1997 年に SUPERCAR がリリースし、ライブで

も人気曲となっている「Lucky」のリリースが決定しています。また、10月発売のミュージックフォトカードには、初のワン

マンライブへ向けたドキュメント、ライブ終了後のメンバーそれぞれへのインタビューを収録した映像コンテンツ、「あら

ちゃんラジオ」と題されたメンバー新井乃亜がホストを務める仮想ラジオ番組が収録された音声コンテンツ等、盛り沢

山の内容となっております。 

 

11 月作品も、レギュラー公演内で行われた“いつの時代の楽曲でもアイドルネッサンスのカバーによって親しみを

持って聴いてほしい”というコンセプト企画「想い出トラベルネッサンス」の中から音源化する予定です。 

 

さらに 10 月発売ミュージックフォトカードと 11 月発売ミュージックフォトカードの 2 商品を購入したお客様の中から抽

選にて購入者限定ライブを 12 月に開催する事も決定しました。こちらの詳細も随時発表いたします。 

2 カ月連続でリリースされるミュージックフォトカード、そして 12 月のニューシングルとアイドルネッサンスの音楽的な

幅広さ、バリエーションの豊かさを是非お楽しみにして頂きたいです。 

 

◆ニューシングル情報◆ニューシングル情報◆ニューシングル情報◆ニューシングル情報    
    

タイトル：「タイトル：「タイトル：「タイトル：「未定未定未定未定」」」」    

発売日：発売日：発売日：発売日：2015201520152015 年年年年 12121212 月月月月 22222222 日（火）日（火）日（火）日（火）    
その他詳細は随時お知らせいたします。 

    

◆ミュージックフォトカード情報◆ミュージックフォトカード情報◆ミュージックフォトカード情報◆ミュージックフォトカード情報    
    

☆☆☆☆10101010 月月月月 27272727 日発売日発売日発売日発売    第第第第 1111 弾弾弾弾    

タイトル「タイム・トラベル／Lucky」 

全 7 種 

各￥2,000＋税 

 

【商品形態】 

ミュージックフォトカード アイドルネッサンス ver（TPRM-0005） 

ミュージックフォトカード 新井乃亜 ver（TPRM-0006） 

ミュージックフォトカード 石野理子 ver（TPRM-0007） 

ミュージックフォトカード 比嘉奈菜子 ver（TPRM-0008） 

ミュージックフォトカード 南端まいな ver（TPRM-0009） 

ミュージックフォトカード 宮本茉凜 ver（TPRM-0010） 

ミュージックフォトカード 百岡古宵 ver（TPRM-0011） 

※アイドルネッサンス ver には集合ショットの写真が 1 枚封入されます。 

※各メンバーソロ ver にはそれぞれのソロ写真が 1 枚封入されます。 

 

【ダウンロードコンテンツ】 

○新曲音源 

タイム・トラベル（原田真二カバー） 

Lucky（SUPERCAR カバー） 
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○映像コンテンツ（mov データ） 

「アイドルネッサンス ワンマンライブドキュメント＆メンバーインタビュー（予定）」（約 25 分） 

インタビュアー：音楽ライター 南波一海 

 

○音声コンテンツ（mp3 データ） 

「あらちゃんラジオ」  

※以下の商品ごとにダウンロード可能コンテンツが変わります。 

 

“全員収録 Ver（仮称）” ［アイドルネッサンス ver（TPRM-0005）］ 

“あらちゃんラジオ 新井乃亜のひとり喋り編”  ［新井乃亜 ver（TPRM-0006）］ 

“あらちゃんラジオ ゲスト石野理子編” ［石野理子 ver（TPRM-0007）］ 

“あらちゃんラジオ ゲスト比嘉奈菜子編”  ［比嘉奈菜子 ver（TPRM-0008）］ 

“あらちゃんラジオ ゲスト南端まいな編” ［南端まいな ver（TPRM-0009）］ 

“あらちゃんラジオ ゲスト宮本茉凜編”  ［宮本茉凜 ver（TPRM-0010）］ 

“あらちゃんラジオ ゲスト百岡古宵編”  ［百岡古宵 ver（TPRM-0011）］ 

 

 

☆☆☆☆11111111 月月月月 24242424 日発売日発売日発売日発売    第第第第 2222 弾弾弾弾    

詳細は随時お知らせいたします。 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

◆アイドルネッサンス◆アイドルネッサンス◆アイドルネッサンス◆アイドルネッサンス    プロフィールプロフィールプロフィールプロフィール    

多くのアーティスト、俳優、タレント、お笑い芸人が所属する、株式会社ソニー・ミュージックアーティスツが設立４０年

目にして初めて立ち上げたアイドルグループ。 

9107 名が応募した 2013 年度 SMA TEENS AUDITION HuAHuA を中心に選ばれた 13 名の候補生から約半年のオー

ディション期間を経て、2014 年 5 月 4 日に結成された平均年齢 15 才の 6 人組。 

現在、古今の名曲をアイドルネッサンスなりに歌とダンスで表現する「名曲ルネッサンス」をテーマに活動中。 

http://idolrenaissance.com 
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----参考資料参考資料参考資料参考資料----    

    

◆最新リリース情報◆最新リリース情報◆最新リリース情報◆最新リリース情報    

7777 インチシングルインチシングルインチシングルインチシングル    

タイトル：「タイトル：「タイトル：「タイトル：「17171717 才才才才」」」」    
発売日：発売日：発売日：発売日：    

10101010 月月月月 10101010 日（土）タワーレコード新宿店先行発売日（土）タワーレコード新宿店先行発売日（土）タワーレコード新宿店先行発売日（土）タワーレコード新宿店先行発売    

10101010 月月月月 17171717 日（土）タワーレコードオンライン発売日（土）タワーレコードオンライン発売日（土）タワーレコードオンライン発売日（土）タワーレコードオンライン発売    

※タワーレコードオンラインでのご予約は※タワーレコードオンラインでのご予約は※タワーレコードオンラインでのご予約は※タワーレコードオンラインでのご予約は    

10101010 月月月月 13131313 日日日日 AM10:00AM10:00AM10:00AM10:00～開始となります。～開始となります。～開始となります。～開始となります。    
価格：\1,700+税  

品番：TPRV-0017 

収録曲： 

A 面 17 才 

B 面 太陽と心臓 

    

◆ディスコグラフィー◆ディスコグラフィー◆ディスコグラフィー◆ディスコグラフィー    

シングル 2014 年 7 月 6 日(日) 「17 才/どかーん」※デビューシングル（完売） 

シングル 2014 年 11 月 24 日(月・祝) 「太陽と心臓 / 初恋」※2nd シングル（完売） 

シングル 2015 年 3 月 24 日（火）「YOU」 

シングル 2015 年 7 月 28 日（火）「夏の決心」 

 

◆アイドルネッサンス◆アイドルネッサンス◆アイドルネッサンス◆アイドルネッサンス    スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

・10 月 10 日(土) 7 インチシングル発売記念インストアイベント @ タワーレコード新宿店 

・10 月 11 日（日） TOWER RECORDS presents 6MIC7SOUL∞ -mix2-＠新宿 ReNY 

・10 月 18 日（日） V.V.POPS vol.4＠下北沢 GARDEN 

・10 月 24 日（土） つりビット Presents 「俺得だよ！全員集合！〜原宿・10 月の陣〜 」＠原宿アストロホール 

・11 月 8 日（日） アイドルネッサンス新レギュラー公演 vol.1＠恵比寿ザ・ガーデンルーム 

・11 月 15 日(日) アイドル横丁プレゼンツ「アイドルネッサンス」「大阪☆春夏秋冬」ツーマンライブ@ TSUTAYA 

O-WEST 

・11 月 22 日（日)  @JAM the Field vol.8＠LIQUIDROOM 

・12 月 5 日（土） LiVE GiRLPOP Vol.5 〜Emotion〜＠赤坂 BLITZ 

・12 月 12 日（土） アイドルネッサンス新レギュラー公演 vol.2＠恵比寿ザ・ガーデンルーム 

・2016 年 2 月 28 日(日) 2nd ワンマンライブ @ 恵比寿リキッドルーム 


