
 

 

“原宿発！の五人組アイドルユニット”神宿 

ソールドアウトとなった、結成 2 周年ワンマンライブ 

「神宿 2 周年記念ライブ＜神が宿る場所～2 周年！夢の扉をこじ

開けるまで～＞」の DVD 化が決定！ 

12 月 27 日発売！！ 

12 月28 日、自身初Zepp Diver City TOKYO でのワンマンライブを開催！ 
 

 “原宿発！の五人組アイドルユニット”神宿（読み：カミヤド）が、12 月 27 日（火）、タワーレコードとの

コラボレーベル『神塔』から、今年 9月に行われたワンマンライブ「神宿 2周年記念ライブ＜神が宿る場所～2

周年！夢の扉をこじ開けるまで～＞」の DVD を発売することが決定。これは 9月 28 日（水）に恵比寿リキッド

ルームにて結成 2 周年を記念して行われ、チケットはソールドアウトとなったライブの初映像化となります。

また、神宿のライブ DVD が全国流通商品として発売されるのも今作が初となります。 

神宿は、2014 年 9月に結成された、“原宿発！の五人組アイドルユニット”。グループ名の『神宿』は“神宮

前”と“原宿”を合わせたもので、頭文字の K=KAWAII(可愛い!)、M=MAX(全力!)、Y=YELL(応援!)、D=DREAM(夢!)

を届けるために原宿を拠点に活動しているアイドルグループ。 

これまでに WEGO や、galaxxxy など数々のアパレルブランドとも精力的な

コラボ活動を行い、その独自のカルチャー性、ファッション性がアイドルフ

ァン以外へも注目されるグループへと成長していく中、本年 6月にはタワー

レコードとのコラボレーベル『神塔（かみとう）』を設立、今年 12 月 6 日に

は待望のセカンドシングル「カムチャッカ・アドベンチャー」の発売をした

ばかりです。 

そして、DVD 発売を記念したリリースベントを 12 月 19 日（月）にタワー

レコード新宿店で開催することも決定。こちらのイベントではイベント開催

当日に限り、本 DVD の先行販売も決定。翌週に控える Zepp Diver City TOKYO

ワンマンライブへの予習盤としても楽しめるこの機会をお見逃しなく。12 月

28 日に自身初となる Zepp Diver City TOKYO でのワンマンライブも控え、年

末まで走り続ける神宿の今後に是非ご注目ください。 

 

 

 

 

 

 

 

ご取材ならびにこの件に関するお問い合わせ先 

タワーレコード株式会社  

レーベル事業部 吉野 TEL:03-4332-0750  Email：syoshino@tower.co.jp  

広報室 谷河（やがわ）TEL：03-4332-0705  Email：press@tower.co.jp 
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◇DVD リリース情報 
タイトル ：『神宿 2周年記念ライブ＜神が宿る場所～2周年！夢の扉をこじ開けるまで～＞』 
発売日  ：2016 年 12 月 27 日（火）     
価格  ：￥5,000（税込） 
品番  ：KMTOD-0001 
レーベル  ：神塔 

 
 [収録曲] 
M1．KMYD 
M2．ビ・ビ・ビ♡ 
M3．はじまりの鐘を鳴らせ 
M4．あの娘にばれるような・・・ 
M5．ぱらしゅ〜と☆らぶ 
M6．限界突破フィロソフィ 
M7．情熱は足りているか？ 
M8．憎しみという名の贈り物はあげない 
M9．僕らは愛を信じている 
M10．カムチャッカ・アドベンチャー 
M11．必殺！超神宿旋風 
M12．全開！神宿ワールド 
M13．Summer Dream 
M14．原宿戦隊！神宿レンジャー 
Ec1．ミライノウタ 
Ec2．KMYD 

 
◇DVD 発売記念リリースイベント情報 
日時：12 月 19 日（月）20:00～ 
会場：タワーレコード新宿店 7F イベントスペース 
イベント：ミニライブ＆特典会 
観覧フリー（要整理券） 
☆12 月 27 日発売商品をイベント会場限定で先行販売致します。 
 
ご予約の方優先で、タワーレコード新宿店にて 12/27(火)発売、神宿 DVD『神宿 2 周年記念ライブ＜神が
宿る場所～2周年！夢の扉をこじ開けるまで～＞』（KMTOD-0001）をご購入頂いた方に DVD１枚につき整理
番号付入場券と「サイン会参加券」を１枚差し上げます。 
また、12/6 発売ニューシングル『カムチャッカ・アドベンチャー』（KMTO-0002）を 2 枚ご購入頂くと「2
ショットチェキ撮影券」を 1枚お渡しいたします。 
※整理番号付入場券は DVD ご購入の方のみにお渡しいたします。 
※整理番号付入場券は購入枚数に関わらずお一人様 1枚までとさせて頂きます。 
※整理番号付入場券の整理番号はランダムでの配布となります。 
※整理番号付入場券をお持ちのお客様はイベント開始 30分前に 7Fエレベーター横階段にお集まり下さい。 
 
【特典会内容】 
●DVD ご購入「サイン会参加券」→お買上げ頂いた DVD に、神宿メンバー全員からサインを行います。ま
た、イベント時にライブ生写真を 1枚差し上げます。 
●CD ご購入「2ショットチェキ撮影券」→ご希望メンバーひとりとの 2ショットチェキ撮影会にご参加頂
けます。（「2ショットチェキ撮影券」は 12 月 19 日当日ご購入時にお渡しいたします。） 
※各特典券は当日のイベントに限り有効となります。必ずその日のイベントにてご使用ください。 
※対象商品のご予約はお電話とタワーレコードホームページ(http://tower.jp/)の店舗予約サービスで

も承っております。 
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◇セカンドシングルリリース情報 
『カムチャッカ・アドベンチャー』 

 
発売日： 2016 年 12 月 6 日（火） 
価格：  ￥1,200＋税 
品番：  KMTO-0002／ 
レーベル： 神塔 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【神宿プロフィール】 
神宿（かみやど） 
2014 年 9 月結成。 
原宿発の五人組アイドルユニット。 
グループ名の「神宿」は 
「神宮前」と「原宿」を合わせたもの。 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

【公式メディア】 
公式サイト  http://kmyd.targma.jp/ 
公式 Twitter  https://twitter.com/kamiyado0907 
公式 YouTube  https://www.youtube.com/channel/UClhL_woWoXnmKvv2H8_mxwg/ 

収録曲： 
M1.カムチャッカ・アドベンチャー  

作詞・作曲：SHUN 編曲：SHUN、Shinpei 
・映画「神宿スワン」主題歌 

M2.ミライノウタ  
作詞：ながいたつ 作曲：SHUN 編曲：SHUN、Shinpei 

M3.カムチャッカ・アドベンチャー（instrumental） 
M4.ミライノウタ（instrumental） 

神宿の頭文字 
K=KAWAII(可愛い!) 
M=MAX(全力!) 
Y=YELL(応援!) 
D=DREAM(夢!) 
を届けるために原宿を拠点に活動している。 

神宿（左より、羽島めい、小山ひな、一ノ瀬みか、羽島みき、関口なほ） 
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【メンバー】 
○一ノ瀬みか（16）赤担当 ”みかちん”。2000 年 4 月 12 日生まれ。 
『みかちんワールド全開中！』 
・神宿最年少でセンターの不思議ちゃん。講談社「ミス iD2016」。 
・"この次世代アイドル知ってんのか 2016" 今一番カワイイ部門第一位（ゴッドタン） 
【好きなもの】イラスト/ベース/ファッション/ゲーム/エヴァ/galaxxxy/Supreme 
https://twitter.com/MIKA_KMYD 
 
○羽島めい（18）青担当 ”めいりん”。1998 年 5 月 25 日生まれ。 
『みんなのドキドキにシュートします』 
・クールでしっかり者のＭＣ担当。女子サッカー全国大会出場。 
【好きなもの】サッカー/フットサル/X-girl/MILKFED /雑誌→mini/セーラームーン/クレヨンしんちゃん 
https://twitter.com/MEI_KMYD 
 
 
○羽島みき（20）黄色担当 ”みーにゃん”。1996 年 6 月 3 日生まれ。 
『みきみきみきみき、君に夢中、あなたも私に夢中にな〜れ！』 
・神宿最年長でリーダー、但し極度の天然ボケ。羽島姉妹の姉。 
【好きなもの】マイメロ/ミニー/シェリーメイ/LIZ LISA 可愛い系大好き 
https://twitter.com/MikiKMYD 
 
○関口なほ（17）緑担当 ”なっぴぃー”。1998 年 12 月 27 日生まれ。 
『ハッピー、ラッキー、なっぴぃー』 
・神宿のムードメーカー。アイドルオタクで、おとぼけキャラ。 
【好きなもの】スピンズ/WEGO/PUNYUS/原宿が好き。アイドルが好き。 
https://twitter.com/Naho_KMYD 
 
○小山ひな（19）ピンク担当 ”ひなぷぅ”。1997 年 6 月 24 日生まれ。 
『夢は子豚の世界のお姫様』 
・ぽっちゃり系の子豚キャラ。歌とダンス、パフォーマンスの中心。 
【好きなもの】LIZLISA♡/MILKBOY/ﾏﾘｰちゃん/Sanrio♡ぬいぐるみ 
https://twitter.com/Hina__KMYD 

 
≪神宿ワンマンライブ情報≫  

「神が宿る場所〜私たちの無限の可能性を信じてみよう〜」 

会場 ：Zepp Diver City TOKYO 

OPEN ：17:00／START 18:00 

チケット：オフィシャル HP 先行 10/1〜10/10 

問合せ ：HOT STUFF PROMOTION 03-5720-9999(平日 12:00〜18:00) 

 


