
 

2012 年 11 月 9 日 

 

日本のポップカルチャーを牽引するアイドルやアーティストが集まる 

ポップカルチャー・フェスティバル「VOICE FES 2012」の開催について 

～「050 plus」契約者を対象に合計 4,000 名をライブ会場へご招待～ 

 

NTT コミュニケーションズ(略称：NTT Com)は、近年注目を集めるポップカルチャー界からアイド

ルやアーティストが集結するポップカルチャー・フェスティバル「VOICE FES 2012 presented by 

NTT Communications 『050 plus』」（略称：VOICE FES 2012）を開催します。 

 2012 年 11 月 27 日・28 日に開催するライブイベントでは、スマートフォン端末上で 050IP 電話を

利用できる通話アプリ「050 plus」を契約しているお客さまを対象に、抽選で合計 4,000 名をライブ

会場へご招待します。さらに、応募者全員に、動画配信サービスからのライブ視聴が可能なシリア

ルコードをプレゼントします。 

 

1. ライブイベントの概要 

（1）開催日・出演者（別紙参照） 

「アイドル Day」：2012 年 11 月 27 日（火） 開場 17:00 開演 18:00  

SUPER☆GiRLS、東京女子流、Cheeky Parade、ベイビーレイズ、南波志帆 

「アーティスト Day」：2012 年 11 月 28 日（水） 開場 17:30 開演 18:30 

May’n、神聖かまってちゃん、DE DE MOUSE、ヴァーチャル・アーティスト"IA"× 

リアル・アーティスト"じん" 

（2）会場 

Zepp ダイバーシティ東京（東京都江東区青海 1-1-10） 

 

2．応募概要 

ご 契 約 済 み の 050 plus ア プ リ を 用 意 し て 、 「 VOICE FES 2012 」 ス ペ シ ャ ル サ イ ト

（http://050plus-fes.com/）の参加申し込みフォームからご応募ください。 

（1）ライブ会場へのご招待  

・応募締切：2012 年 11 月 16 日（金）まで 

・当選者数：抽選で 2 日間合計 4,000 名 

（2）動画配信サービス※からのライブ視聴用シリアルコードのプレゼント 

・応募締切：2012 年 11 月 28 日（水）ライブ終了まで 

・当選者数：応募者全員 

 

※動画配信サービスで視聴するには別途「ニコニコ動画」の会員登録が必要です。 
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「アイドルDay」：2012年11月27日（火） 出演者プロフィール

SUPER☆GiRLS
2010年6月に結成した11人組アイドルユニット。
同年12月に1stアルバム「超絶少女」でメジャーデビュー
を果たす。
今までにリリースした、CDシングルのすべてが、オリ
コンウィークリーランキング5位以内を獲得。
さらに、2011年には「第53回 日本レコード大賞 新人
賞」を受賞し、今最も注目されている王道アイドルグルー
プ。また、音楽活動だけではなく、ファッション誌のモデ
ル活動や、CM、ドラマ、映画などにも多数出演し、総合
エンターテイメントに力を注いでいるアイドルユニット。

http://supergirls.jp/

Cheeky Parade
2012年2月19日にavexアイドルプロジェクト「iDOL 
Street」から、SUPER☆GiRLSの妹分として結成された
平均年齢15.3 歳の9人組アイドルユニット。
グループ名には、「Cheeky＝小生意気・やんちゃ」
「Parade＝エンターテイメントの行進」という意味が
こめられている。
結成から50本以上のLIVEをこなし、インディーズCD
5,000枚を2ヶ月で完売。
また、9月22日に行われた単独ライブ（新宿BLAZE）公演
にて、会場を満員動員達成した。
結成から約1年間様々な課題をクリアし、遂に2013年1月
9日に1stシングル「BUNBUN NINE9’」で、メジャー
デビューが決定。

http://ameblo.jp/cheekyparade/ 

東京女子流
2010年1月1日結成avexから誕生した5人組ガールズ・
ダンス&ボーカルグループ。LIVEを中心に歌って踊るに
徹し楽曲的にも各方面から高評価「音楽の楽しさを歌って
踊って伝えたい!」と活動中。最新SGがオリコン週間
チャートで4位を獲得！そして！12/22日本武道館公演を
開催決定！

http://tokyogirlsstyle.jp/ 

南波志帆
プロデューサー矢野博康との出会いを機に、 “マジック・
ヴォイス”と表現される、ゆるふわかつフレッシュで、
透明感ある歌声を武器に 2008年11月、ファースト・
ミニアルバム「はじめまして、私。」でLD＆Kより
デビュー。 インディーズでのチャートアクションが話題
を集め、 2010年6月にメジャーデビュー・ミニアルバム
「ごめんね、私。」をポニーキャニオンよりリリース。
ニュー・シングル 「MUSIC」を2012年11月7日にリリー
ス。 作詞&作曲は内澤崇仁(androp)が担当。 彼女の凛と
したすがすがしいたたずまい、まっすぐで存在感のある
歌声は数多くのミュージシャンとクリエイターを魅了し、
今後の動向に注目が集まっている。

http://www.nanbashiho.com/ 

ベイビーレイズ
「私たち、まだ間に合いますか?」乗り込み!乗っ取り!
アイドル!!アイドル戦国時代に撃って出る！今すぐに天下
を取りたい!という5人が菊地亜美パイセン（アイドリン
グ!!!16号）の先導のもとユニットを結成し、2012年9月
26日にデ ビュー。 2012年12月19日には早くもセカンド
シングルをリリース予定。またポニーキャニオン本社1F
にて「虎ノ門道場」という公開稽古を定期的に開催中。

http://www.babyraids.com/ 
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「アーティストDay」：2012年11月28日（水） 出演者プロフィール

May’n
『マクロスＦ』をはじめ、数多くのアニメ、ゲー
ム主題歌を歌い、映画「インシテミル ７日間の
デス・ゲーム」などの主題歌にも大抜擢。日本
武道館、横浜アリーナなどでの単独公演を成功さ
せ、海外、国内を共に廻るWORLD TOURも精力
的に行う新世代Female Rock Vocalist、May’n。
2013年3月2日には自身三度目となるMay’n 
Special Concert 2013「MIC-A-MANIA」＠日本
武道館を開催する。

http://mayn.jp/ 

神聖かまってちゃん
幼稚園の同級生である の子、mono、ちばぎんの
前身バンドにメンバー募集でみさこを加え2008年
頃から活動開始。 2ch のバンド板で自作自演、
YouTubeでのデモ曲＆PV、インターネット生放送
を利用しての動画配信で話題になり、2010年3月
1stミニAL『友だちを殺してまで。』発売。NHK
「MJ」でのパフォーマンスで、更に話題沸騰と
なる。現在、3万枚を越えてロングセールスを記
録。 7月にはシングル『夕方のピアノ』を4千枚
限定発売するも、店着日で即完。 9月、渋谷AXで
行われた初の自主企画では、ステージ上の巨大
LEDモニターにライヴをニコ動＆USTREAM同時
配信を見せながら圧巻のステージを展開するなど、
ロックの歴史に新たなページを刻み続けている。

http://www.kamattechan.com/ 

DE DE MOUSE
織り重なり合う、計算しつくされたメロディと
再構築された「歌」としてのカットアップサンプ
リングボイス。流麗に進む和音構成と相交わりか
ら聞こえてくるのは煌びやかで影のある誰にも
真似出来ない極上のポップソング。沁み渡るよう
な郊外と夜の世界の美しい響きから感じる不思議
な浮遊感と孤独感は、多くのクリエイターにイン
スピレーションを与えている。ライブスタイルの
振れ幅も広く、ツインドラムで構成されリズムの
高揚感を体現するDE DE MOUSE ＋ Drumrolls
や、縦横無尽に飛び回るDJスタイル、即興とセッ
ションで繰り広げるDE DE MOUSE ＋ his 
drummer名義に、映像を喚起させるDE DE 
MOUSE ＋ Soundandvisions名義など、多種
多様のステージングを展開。 FUJI ROCK 
FESTIVALやTAICOCLUB、RISING SUN ROCK 
FESTIVALにSonarSound Tokyoなど多くの
フェスティバルにも出演、イギリスやフランス、
ドイツなど海外遠征も盛んに行っている。

http://www.dedemouse.com/ 

ヴァーチャル・アーティスト
"IA"
×リアル・アーティスト"じん"

■じん
作詞・作曲家、小説家。2011年より動画サイトへ
投稿を始め、2012年現在で6曲が100万再生を
突破。また1stシングル「チルドレンレコード」で
オリコンウィークリー初登場3位を記録。音楽
だけではなく、小説家としても自身の著書が50万
部を突破する等、マルチクリエイターとしても活
躍中。

■IA
2012年1月27日、VOCALOID３™ Libraryと
して誕生した“クリスタルヴォイス”の遺伝子を
持つヴァーチャル・ディーヴァ。性能の高さと
キャラクターが話題を呼び業界内をはじめ、ユー
ザーからも非常に高い評価を得ている。

http://ia-project.net/ia_jin/ 


