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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
ピース・綾部祐⼆、野村周平、flumpool、
けーしゃん、鈴⽊奈々、流れ星、JOY 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。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！

芸能⼈が「先⽣」として『教室ステージ』に出演決定！

会場内に学校で普段使⽤している机や椅⼦、⿊板などが並ぶ「教室ステージ」が出現!⼀⽇限定で特別クラスが開講されます。
出演者が務める『先⽣』が⼗代に向けてこれまでの経験談や、伝えたいメッセージなどを『授業』という形で発信していきます。

⚫ 新婚のぺこ・りゅうちぇるが⼗代に熱いメッセージを
語る!?

⚫ アメリカでの活動を発表した綾部祐⼆が
⼗代に伝えたいこととは!?

＠YOSHIMOTO KOGYO CO.,LTD

特別先⽣①：綾部祐⼆(ピース)

特別先⽣②：ぺこ・りゅうちぇる

⼜吉直樹とのお笑いコンビ、ピースとしての活動を今年3⽉
末に休⽌することを発表した綾部祐⼆。以前から夢であった
海外での活動を控えた彼が⾏う特別クラスにご期待ください。

昨年12⽉31⽇に結婚を発表したぺこ・りゅうちぇる。カップルから「夫婦」とな
り、幸せ全開の⼆⼈が教室ステージを盛り上げます。

超⼗代を盛り上げる豪華MC陣

⚫ メインステージ

⚫ 教室ステージ
【コメント】
ここでしか聞けない最⾼の
授業！先⽣(MC)役だけど
⽣徒と⼀緒に楽しむぜぃ！

MC：鈴⽊奈々

MC：流れ星

担任(MC)：JOY

野村周平 × flumpool が超⼗代初出演！
映画『サクラダリセット 前篇／後篇』× 超⼗代 スペシャルステージ
⼀夜限りのパフォーマンス披露！

【映画『サクラダリセット 前篇／後篇』× 超⼗代 スペシャルステージ】
野村周平が主役を務める映画｢サクラダリセット｣と｢超⼗代｣との⼀夜限りのスペシャルステージが決定！主題歌を務める4⼈組
ロックバンド「flumpool」が登場し、映画の為に書き下ろされた楽曲「ラストコール」(2017年3⽉リリース)を含むライブパ
フォーマンスを披露！さらに、野村周平らキャストも登場！映画にまつわるトークやスペシャル映像も予定され、超⼗代でしか⾒
られないスペシャルな演出が実現する。
誰も出会ったことのない物語 - 傑作⻘春ミステリー⼩説、⼆部作にて実写映画化！
2年前の夏、彼⼥が世界から消えた。あの⽇を取り戻すために僕らは何度も「リセット」する
特殊な能⼒を持つ⼈々が半数を占める街〝咲良⽥（サクラダ）〟を舞台に、「記憶保持」の能⼒を持つ⾼校⽣・浅井ケイ
（野村周平）と、世界を最⼤３⽇分巻き戻す＝「リセット」の能⼒を持つ春埼美空（⿊島結菜）が、
２年前に死んでしまった同級⽣、相⿇ 菫（平 祐奈）をよみがえらせるために、様々な能⼒を組み合わせた
作戦に挑む壮⼤な⻘春ミステリー！
【前篇】３⽉２５⽇（⼟）【後篇】５⽉１３⽇（⼟）⼆部作連続公開！
出演：野村周平、⿊島結菜、平 祐奈、健太郎、⽟城ティナ、恒松祐⾥
吉沢 悠、丸⼭智⼰、中島亜梨沙、⼤⽯吾朗/加賀まりこ 【後篇】⼋⽊亜希/及川光博
監督・脚本：深川栄洋 原作：河野 裕「サクラダリセット」シリーズ（⾓川⽂庫／⾓川スニーカー⽂庫）
主題歌：flumpool「ラストコール」（A-Sketch） 後篇エンディングテーマ：flumpool「ナミダリセット」（A-Sketch）
⾳楽：河野 伸
製作：「サクラダリセット」製作委員会 配給：ショウゲート
（C）2017映画「サクラダリセット」製作委員会
映画公式サイト：sagrada-movie.jp
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新しい学校のリーダーズ、井上苑⼦が 超⼗代スペシャルLIVEを披露！
スケートボード界の新星・池⽥⼤亮のパフォーマンス、けーしゃんのステージ出演に注⽬！
⼗代から⼤⼈気のけーしゃんがメインステージにゲスト出演！また、LIVEアーティストとして井上苑⼦、PLAY STAGEのLIVEに
は新しい学校のメンバーズが登場いたします。また、2020年東京オリンピックへの出場が有⼒視されている16歳のスケートボー
ド選⼿、池⽥⼤亮によるパフォーマンス披露等、豪華出演者が超⼗代を盛り上げます。
プレイステージライブアーティスト：
新しい学校のリーダーズ
KANON、MIZYU、RIN、SUZUKA
による4⼈組ダンスヴォーカル
ユニット。
奇抜なダンスパフォーマンス、
個性的な楽曲が⼤⼈気。

パフォーマー：
池⽥⼤亮

2000年⽣まれ現在16歳の
スケートボード選⼿。⽗親の影響
で４歳の頃からスノーボードを
始め、11歳にはアマチュア部⾨で
年間王者となりスポンサーがつき
プロ選⼿となる。2020年東京オリ
ンピック選⼿ほぼ決定だと⾔われ
るほどの実⼒者。

ライブアーティスト：
井上苑⼦

1997年⽣まれ現在19歳。
11歳から⼤阪の⼼斎橋で路上
ライブを始め、⼿売りCDを1万枚
販売し上京。その後本格的にツイ
キャス（中⾼⽣に⼈気の動画配信
サービス）を始め、視聴者数が
200万⼈に。2015年7⽉より
メジャーデビュー。

ゲスト：
けーしゃん

1997年⽣まれ現在19歳。
原宿のカリスマアパレル店員と
してメディアに注⽬され、独⾃
のファッションセンスとキャラ
クターで⼗代に⼈気を博してい
る。

MEDICOM TOY BE@RBRICK×atmos×超⼗代がコラボレーション!

藤⽥ニコルモデルのBE@RBRICKの発売が決定!!

⼀般発売に先駆け、超⼗代会場にて特別価格で先⾏発売!
超⼗代では⼈気スニーカーセレクトショップ『atmos』のサポートの元、
『超スニーカー部』を発⾜。先⽇発表された藤⽥ニコル、池⽥美優(みちょぱ)
プロデュースのオリジナルスニーカーの製作でも話題を集めています。
そして更に今回、『超スニーカー部』の連動企画といたしまして、藤⽥ニコル
モデルのBE@RBRICKの発売が決定、超⼗代会場にて先⾏発売が決定いたしま
した。「超⼗代 –ULTRA TEENS FES – 2017@TOKYO」当⽇、この⽇だけの
超⼗代会場限定価格¥2,000（税込）にて販売いたします。
【藤⽥ニコルコメント】
⾃分がモデルのBE@RBRICKが出来てとっても嬉しいです！
わたしのファンの⼦もそうじゃない⼦も⼩物に付けて楽しんでもらいたいです♪
【商品詳細】
正式名称
：BE@RBRICK 70％ atmos x 超⼗代 "藤⽥ニコル"
サイズ
：全⾼約50mm
⼀般発売⽇ ：2017年4⽉1⽇(⼟)
⼀般販売価格：¥2,376 (税込)
販売場所
：全国のatmos、Sports Lab by atmos各店、及びatmos Web Store
⽣産数
：数量限定⽣産

関東で初開催！ 超⼗代PLAY STAGEにて
『FE OSAKA』・『NAGOYA BRAVES』による熱いダンスバトルを披露！

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。
そんなプロダンスリーグが超⼗代のPLAY STAGEにてパフォーマンスを披露します。ゲームが関東で開催されるのは今回が初め
てとなります。『FE OSAKA』・『NAGOYA BRAVES』による熱い戦いは必⾒です！

FE OSAKA

NAGOYA BRAVES

チーム名は「Four Elements Osaka」の
略でHIP HOPの4⼤要素を強烈に押し出
したチームであるという事から由来して
いる。ダンサーはAYUMI(SHAFT
BLAZE)、YUKI(SHAFT BLAZE、
Queenʻs Party)、BEZI(BUSTA JAKK
BOOGIE)、MAiKA(RUSH BALL)、Hihat(K.A.K.B/AIR REAL)とそれぞれ輝か
しい経歴を持つ実⼒派が揃う。

「BRAVES」とは勇敢な・熱いハートとい
う意味。ダンサーは「AMI」「MONA」
「サムライ」「KIGHT」「さくら」の名古
屋を代表する実⼒を持った若⼿が5名在籍。
平均年令は21才。キレのあるルーティーン、
そして若さとパッション溢れるダンスで魅
了する。全てをまとめる監督「泰智」も現
役ダンサーであり、メンバーの能⼒を最⼤
限に引き出すよう采配を振るう。
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超⼗代 – ULTRA TEENS FES - 2017＠TOKYO 開催概要】
：超⼗代 – ULTRA TEENS FES - 2017＠TOKYO
：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
：2017年3⽉28⽇(⽕) 12:00【開場】/ 13:30【開演】〜 19:30【閉演】（予定）
：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)

公演名
読み⽅
公演⽇時
会場
主催
後援
協賛
企画・プ
ロデ
ュース
メデ
ィア協⼒
制作協⼒
運営

：超⼗代製作委員会 (SPC JAPAN/株式会社ソニマージュ/マイナビティーンズ/REXX INC.)
：千葉県･千葉市・JFW
：atmos・ベスト進学ネット・ナチュリエ・リゼクリニック・sanrio・SHIBUYA109・SoftBank
WEGO
：株式会社ソニマージ
ュ・REXX INC.
：Ameba・LINE・モデルプレス
：プロマックス
：ディスクガレージ

チケット
チケット販売先

：⼀般 ¥2,800 / 当⽇ ¥3,500
：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・E hypehen world gallery・EGOIST・galaxxxy・Heather
LODISPOTTO・LOWRYS FARM・Me%・MIIA・MUDILAF・Swankiss・WEGO

モデル

：Arisa・池⽥菜々・池⽥美優・⼤友花恋・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・福原遥
藤⽥ニコル・丸⼭蘭奈・⽮部ユウナ・モーガン茉愛羅・⼸ライカ・横⽥真悠・吉⽥凜⾳

LOVE berry STAGE

：⼤原優乃・⽊村ユリヤ・⿊川⼼・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・関りおん・⽥中美久（HKT48 チームH）
中⼭莉⼦(私⽴恵⽐寿中学)・古川優奈・三品瑠⾹（わーすた)

ゲストモデル
ゲスト

⽮吹奈⼦（HKT48 チームH/AKB48 チームB）
：池⽥エライザ・中村⾥砂・古畑星夏・吉⽊千沙都
：IVAN・⼤倉⼠⾨・けーしゃん・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・ゆうたろう

：野村周平(サクラダリセット特別ステージ)
スペシャルゲスト
：井上苑⼦・初⾳ミク・flumpool
ライブアーティスト
プレイステージライブアーティスト：新しい学校のリーダーズ
：MAPPY
クリエイター
パフォーマー

：FE OSAKA（ダンス）・NAGOYA BRAVES（ダンス）
池⽥⼤亮（スケートボード）・中村貴咲(スケートボード)・相原祐介（インラインスケート）
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)

MC
先⽣
教室ステージ担任(MC)
来場予定者数

：鈴⽊奈々・流れ星
：綾部祐⼆(ピース)・ぺこ・りゅうちぇる
：JOY
：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

LINEの公式アカウントにて「超⼗代」を検索して
友達追加！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

