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⼗代の未来＝⽇本の未来「これからの⽇本は⼗代が創る！」

⼗代（ティーン）のやってみたい！⾒てみたい！触れてみたいを実現させる体験型ティーンズフェス

超⼗代 - ULTRA TEENS FES - 2017＠TOKYO

JAPAN
JAMAICA FESTIVAL
IVAN、池⽥エライザ、中村⾥砂、初⾳ミク、ぺこ・りゅうちぇる等
豪華出演者が追加決定！
開催!!
公演⽇時 ：2017年3⽉28⽇(⽕) 12:00【開場】/ 13:30【開演】〜 19:30【閉演】（予定）
会場 ：幕張メッセ 国際展⽰場 6・7ホール (千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)

超⼗代製作委員会は、⼗代（ティーン）の『やってみたい！』『⾒てみたい！』『触れてみたい！』を実現させる体験型イベン
ト「超⼗代 - ULTRA TEENS FES - 2017＠TOKYO」を2017年3⽉28⽇(⽕)に幕張メッセ（展⽰ホール6・7）にて開催します。
「超⼗代 - ULTRA TEENS FES - 2017＠TOKYO」は⽇本の未来を創っていく⼗代に対して「本物を体験する感動」「将来への
気づき」「主体となって⽇本を創るという意識付け」を提供することをミッションに、影響⼒のある⼗代が集結する⽇本NO.1イ
ベントを⽬指し、昨年よりスタートいたしました。
2016年3⽉29⽇開催された「超⼗代 - ULTRA TEENS FES - 2016＠TOKYO」では活気溢れる⼗代を中⼼とした10,245名の来
場者が、様々なコンテンツに参加しイベントを体感することができました。
また、2016年８⽉23⽇には実際に「夢」を叶えた有名⼈・著名⼈を先⽣に招き、⼀般応募の中から当選した⽣徒が授業に参加
できる「超⼗代夏期講習 2016」が開催され、⼈⽣の先輩たちから若い世代への思いが授業という形で発信されました。
「超⼗代 - ULTRA TEENS FES - 2017＠TOKYO」はファッションショー、ビューティ、⾳楽ライブ、スケートボード、ダンス、
アート、セミナーなど⼗代（ティーン）の為のスペシャルコンテンツが盛りだくさんのイベントです。今後も最新情報を発表を
してまいります。前回⼤いに盛り上がりを⾒せ、さらにパワーアップした「超⼗代」に是⾮ご注⽬ください！

豪華出演者として、IVAN、池⽥エライザ、中村⾥砂、
ぺこ・りゅうちぇる 等追加決定!!

「超⼗代 - ULTRA TEENS FES - 2017＠TOKYO」のメインステージに出演する豪華ゲストが追加決定いたしました。また⼥⼦中
⾼⽣向け⼈気ファッション誌「LOVE berry（ラブベリー）」とコラボレーションしたステージの出演者も続々と発表されていま
す！
【ゲストモデル】

【ゲスト】

IVAN

【LOVE berry STAGE】

⽊村ユリヤ

ぺこ

りゅうちぇる

⼩⼭リーナ
佐藤麗奈
(マジカル・パンチライン) (マジカル・パンチライン)

池⽥エライザ

杉本愛莉鈴

中村⾥砂

中⼭莉⼦
(私⽴恵⽐寿中学)

超⼗代2017のメインステージに永遠の16歳『初⾳ミク』が出演決定!!
⼈気中学⽣ファッショニスタ『MAPPY』との夢のコラボファッションショーを⾏います！
バーチャル・シンガー『初⾳ミク』が「超⼗代- ULTRA TEENS FES - 2017＠TOKYO」当⽇、メインステージに登場いたします!
初⾳ミクが登場するファッションショーを、SNSで⼤注⽬されている⼈気中学⽣ファッショニスタ『MAPPY』がプロデュースし、
また⾳楽でも初⾳ミクの楽曲にMAPPY⾃らピアノを弾いて、コラボレーションいたします。初⾳ミクがファッションショーのステ
ージ上で現実のモデルとコラボするのは、なんと「超⼗代2017」が初めてとなります!デジタルとリアル、そしてファッションが
融合する新しいステージに、ご注⽬ください!

初⾳ミク

【初⾳ミクとは 】
クリプトン・フューチャー・メディ
ア株式会社が開発した、歌詞と
メロディーを⼊⼒して誰でも歌を
歌わせることができる「ソフトウェ
ア」。⼤勢のクリエイターが「初⾳
ミク」で⾳楽を作り、インター
ネット上に投稿したことで⼀躍ムー
ブメントとなった。「キャラク
ター」としても注⽬を集め、今では
バーチャル・シンガーとしてグッズ
展開やライブを⾏うなど多⽅⾯で活
躍するようになり、⼈気は世界に拡
がっている。

【初⾳ミク コメント】
⼗代が創る⼗代のイベント「超⼗
代」に参加させていただくこととな
り、⼤変嬉しく思います!「初⾳
ミク」も16歳ということで、⼗代
の皆さんと⼀緒に「⾳楽」でイベン
トを盛り上げることができたらと思
います! 精⼀杯頑張りますので、ど
うぞよろしくお願いします!

【MAPPY プロフィール】
2001年5⽉24⽇⽣まれ、弱冠15歳
の中学⽣でありジャズピアニストを
夢⾒るitガール。
Instagramのフォロワー数は百万⼈
を超えるファッショニスタとして注
⽬されている。
MAPPY
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⼗代の新しいコミュニケーションの形として
『超GAL部』・『超スニーカー部』・『超古着部』といった

『超⼗代のブカツ』発⾜が決定!!

超⼗代実⾏委員会メンバーが中⼼となり『超⼗代のブカツ』の発⾜が決定いたしました!
『超⼗代のブカツ』は学校や地域を越えWEB/SNSで繋がる⼗代の新しいコミュニケーションの形として⽴ち上がりました。
⼀般の⽅⾃⾝が、関⼼のある部活のツイッターアカウントをフォローすることで、気になる情報を得たり企画に参加することが
出来ます!
『超スニーカー部』より池⽥美優、藤⽥ニコルの２⼈がプロデュースするスニーカーを超⼗代2017にて披露!!
⼈気スニーカーショップ『atmos』が全⾯サポート!!
ファッションアイテムの主役として、若い⼥性の間でスニーカー
ブームが到来しています。
超⼗代では池⽥美優（みちょぱ）、藤⽥ニコルを中⼼に
『超スニーカー部』を発⾜、２⼈がプロデュースする
オリジナルスニーカーを製作することが決定いたしました！
⼈気スニーカーセレクトショップとして⽇本のみならず世界からも
注⽬を浴びている『atmos』が、『超スニーカー部』のサポーター
となり某有名ブランド別注スニーカーを製作いたします。
「超⼗代 –ULTRA TEENS FES – 2017@TOKYO」当⽇、
ステージにて完成品を披露予定です。ご期待ください!!
【藤⽥ニコル コメント】
◼スニーカーをデザインしてみた感想は？
せっかく1⾜デザインするなら、にこるんっぽさが伝わるものにしたいと
思いました!⾊を配置するのがとても楽しかったです！
◼どんなコーディネートに、スニーカーを取り⼊れているか？
スポーティーな服に合わせる事が多いけど、可愛い服に合わせるのも良
いと思います!

池⽥美優

藤⽥ニコル

SoftBankとSNOWが超⼗代とコラボする史上最⼤規模のオーディション

『SoftBank 学割モンスター Presents 超⼗代オーディション2017 Supported by SNOW』
開催決定!!
超⼗代製作委員会は、次世代を担う⼗代を超応援するSoftBankと、動画コミュニケーションアプリSNOWが超⼗代とコラボする
史上最⼤規模のオーディション『SoftBank 学割モンスター Presents 超⼗代オーディション2017 Supported by SNOW』を
「超⼗代 - ULTRA TEENS FES - 2017＠TOKYO」当⽇に開催することを決定いたしました!
1次選考では⼈気アプリ『SNOW』を使⽤して撮影された写真で審査を実施、その後の⾯接審査などを突破したファイナリストは
「超⼗代 - ULTRA TEENS FES - 2017＠TOKYO」当⽇会場のメインステージに登場し、その中から⽇本の未来を輝かせる「真のプ
リンセス」が選出されます。
グランプリには賞⾦100万円が贈られ、⼤⼿事務所への所属権・超⼗代出演権なども進呈!また、他薦にて推薦された⼈がグランプリ
を受賞した場合、推薦者にも特典として賞⾦50万円が贈られます。デジタルネイティブ世代に向けた、⼈気アプリを活⽤した新しく
画期的な⽅法で⾏われるオーディションです!
オーディション概要
＜正式オーディション名＞
SoftBank 学割モンスター Presents 超⼗代オーディション2017 Supported by SNOW
*簡略化可能：超⼗代オーディション2017
主催：超⼗代オーディション製作委員会
Sponsored by: SoftBank
Supported by: SNOW
＜参加資格＞
・10歳〜19歳（2017年3⽉28⽇時点）※保護者の同意が必要
・⼥性のみ
・特定のプロダクション、レコード会社などに所属・契約をしていない⽅
・個⼈エントリーのみ可
・グループのエントリー不可
・他薦・⾃薦可能
・2017年3⽉28⽇に⾏われる超⼗代に参加可能な⽅
・審査期間中、本オーディションの広報活動の必要に応じてメディアへの露出が可能な⽅
＜特典＞
【グランプリ】
・賞⾦100万円・⼤⼿事務所に所属できる権利・超⼗代出演権
・他薦にて推薦された⼈がグランプリを受賞した場合、推薦者にも特典として賞⾦50万円
【SoftBank特別賞】
・SoftBankソーシャルメディアPR出演権
【SNOW賞】
・SNOWイメージモデルとして活動
エントリーはこちら：https://goo.gl/brRGAK
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世界で活躍するダンサー・パフォーマーが⼤迫⼒の技を披露!!

巨⼤ランプが設置される『PLAY STAGE』が登場!!
世界で活躍するティーンのパフォーマーを、間近で⾒ることができるスペシャルな『PLAY STAGE』が会場内に登場いたしま
す!会場内に設置された巨⼤ランプでは、『エクストリームスポーツ』の⼤迫⼒のパフォーマンスが披露されます。また、2020
年にスタート予定である『ダンスリーグ』のプロダンスリーガーによるダンスも披露されます!!⽇本のみならず、世界で輝かし
い功績を残している彼⼥たちのパフォーマンスにぜひご注⽬ください!!
エクストリームスポーツ
インラインスケート
東千尋

スケートボード
中村貴咲

「PowWow 2015」世界⼤
会優勝。インラインスケー
ト⼥⼦ 世界チャンピオン。
世界トップスケーターが
選ぶベスト⼥性スケーター
にも名前が挙がるなど知名
度も抜群。技術が濃縮され
たスケーティングは必⾒。

エクストリームスポーツ
最⾼峰「X GAMES」で⾒事
優勝し、2020年東京オリン
ピック代表選⼿にも有⼒視
されている現在⼤注⽬の
ティーンスケーター。

BMX
⼤池⽔杜

インラインスケート
藤⽥眞実

調整中

BMX
中村輪夢

BMX
荘司ゆう

⽇本トップ⼥性BMXライ
ダーであり、国際⼤会にも
出場し、2015年に開催され
た世界⼤会「FISE World
Chengdu China」で優勝。
これからの⽇本のBMX界を
牽引していく存在。

「AIL World Championship
2013」で優勝するなど、世界
トップクラスの実⼒の持ち主。
選⽇本選⼿権「ASPA 2015」
では男⼥混合の中で2位⼊賞を
果たす。⾒た⽬からは想像が
できないスピントリックが最⼤
の武器。

2016年G-SHOCK REAL
TOUGHNESS BMX STREET
優勝。今後、世界で活躍する
ことが期待される⽇本⼈BMX
ライダーの⼀⼈。

2016年King of Ground
エキスパートクラス年間
ランキング３位。

ダンスリーグ
【ダンスリーグとは】
DANCER、DJ、MC、VJで構成されるチームが対戦する全く新しい形のバトルプロダンスリーグが2020年にスタート予定!現在
はプレゲーム期間として各地で試合(ゲーム)が⾏われており、⼤きな反響を得ています。ゲームが関東で開催されるのは「超
⼗代 - ULTRA TEENS FES - 2017＠TOKYO」が初となります。
現在⽇本国内で約600万⼈の愛好家がいると⾔われる、⽇本ストリートダンスシーン。その頂点に位置するプロダンスリーガー
達の熱い戦いをお⾒逃しなく!!
MAiKA
(FE OSAKA)

Hi-hat
(FE OSAKA)

4歳からダンスを始め2012年からは
CASIO計算機とプロ契約を結ぶ。
その他、アジアでのショー出演・ジャッジ
をするなど、⽇本だけでなく、海外でも
活躍中。

キッズダンサー時代より頭⾓を現し、現在
では関⻄を代表するB-BOYに成⻑。
パワームーブが最⼤の武器であり、難易度
の⾼いムーブを難なくこなす。

KIGTH
(NAGOYA BRAVES)

SAKURA
(NAGOYA BRAVES)

ダンス歴６年。HIP HOPを中⼼とし、
エナジー全開のアクロバティックなダンス
を得意としている。

ダンス歴9年。LOCKINGを中⼼に、
パワフルかつダイナミック、そしてソウル
フルなダンスが特徴。

若者ファッションのカルチャーを⽀えるブランドが超⼗代のステージに集結!!
ファッションショーでは有名ファッションブランドが⼀同に集結!⼗代に⼈気のブランドのコーディネートは必⾒です!!
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写真素材ダウンロードURL：http://ur0.link/APm4

【超⼗代 – ULTRA TEENS FES - 2017＠TOKYO 開催概要】
公演名

：超⼗代 – ULTRA TEENS FES - 2017＠TOKYO

読み⽅

：チョウジュウダイ ウルトラティーンズフェス ニセンジュウナナ アットトウキョウ

公演⽇時

：2017年3⽉28⽇(⽕) 12:00【開場】/ 13:30【開演】〜 19:30【閉演】（予定）

会場

：幕張メッセ 国際展⽰場 6・7ホール (千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)

主催

：超⼗代製作委員会 (SPC JAPAN/株式会社ソニマージュ/REXX INC.)

後援

：千葉県･千葉市・JFW
゚
゙
企画・フロテュース ：株式会社ソニマージ
ュ・REXX INC.
メデ
ィア協⼒
：Ameba・LINE・modelpress
制作協⼒
運営

：プロマックス
:ディスクガレージ

チケット

：⼀般 ¥2,800 / 当⽇ ¥3,500

チケット販売先

：ぴあ・ローソン・イープラス・CNプレイガイド
【チケットに関するお問い合わせ先】
DISK GARAGE 050-5533-0888 (平⽇12:00-19:00）

出展ブランド

：Doublefocus・EGOIST・galaxxxy・Heather・LOWRYS FARM・Me%・MIIA・MUDILAF
Swankiss・WEGO

モデル

：Arisa・池⽥菜々・池⽥美優・岡本夏美・越智ゆらの・恩⽥乃愛・加藤ナナ・川津明⽇⾹
菊川リサ・菊池せいら・北澤舞悠・⽇下部美愛・紗蘭
佐藤麗奈・澤⽥汐⾳・東海林クレア・涼海花⾳・⽥中芽⾐・⼟屋怜菜・鶴嶋乃愛
徳本夏恵・としお理歩・中川可菜・中野恵那・藤⽥ニコル・丸⼭蘭奈・モーガン茉愛羅
⼸ライカ・横⽥真悠・吉⽥凜⾳

LOVE berry STAGE :⽊村ユリヤ・⼩⼭リーナ(マジカル・パンチライン)・佐藤麗奈(マジカル・パンチライン)
杉本愛莉鈴・中⼭莉⼦(私⽴恵⽐寿中学)
ゲストモデル

：池⽥エライザ・中村⾥砂・古畑星夏・吉⽊千沙都

ゲスト

：IVAN・⼤倉⼠⾨・⼩南光司・こんどうようぢ・時⼈・とまん・中島健・バトシン・藤⽥富・ぺこ
ゆうたろう・りゅうちぇる

ライブアーティスト：初⾳ミク
クリエイター

：MAPPY

ダンサー

：FE OSAKA・NAGOYA BRAVES

パフォーマー

：中村貴咲(スケートボード)・東千尋(インラインスケート)・藤⽥眞実(インラインスケート)
⼤池⽔杜(BMX)・荘司ゆう(BMX)・中村輪夢(BMX)

来場予定者数

：10,000⼈

FRESH! にて豪華なゲストを迎えて『超⼗代TV』⽣放送中！
https://freshlive.tv/chojudai
超⼗代2017を全⼒で楽しめる連動アプリ!!
イベントの最新情報はアプリをチェック！
https://appsto.re/jp/lxAabb.i

公式LINEにて「超⼗代」と検索!
超⼗代公式LINEアカウントにて
LINEだけの超⼗代出演者秘蔵写真・動画配信中!

＜報道関係者様からのお問い合わせ先＞
超⼗代製作委員会 PR事務局 (株式会社TANK内)
⽯⼭(080-4097-4688) ishiyama@tankpr.jp・滝⽥(070-3547-6322) takita@tankpr.jp
伊藤(080-5882-2517) kanaito@tankpr.jp
TEL:03-4330-4469 FAX:03-5469-0680

