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2012 年 2 月 14 日

iPhone/iPad を使ったバンドコンテスト
「新星堂×avex Applayers コンテスト」
決勝大会を２月２３日(木)ニコファーレにて開催決定！
Ustream・ニコニコ生放送でリアルタイムネット配信！
エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社（代表取締役社長 CEO：松浦勝人）と株式会
社新星堂（代表取締役社長：砂田浩孝）は、iPhone/iPad を楽器として使用し楽器アプリを通して音
楽の新しい形・楽しみ方を提案するバンドコンテスト「新星堂×avex Applayers コンテスト（協賛：ソ
フトバンクモバイル株式会社）」の決勝大会を２月２３日（木）にニコファーレにて開催致します。なお、
本コンテストの優勝者には、優勝賞金 100 万円のほか、エイベックスからのデビュー特典が贈呈さ
れます。
iPhone/iPad を駆使した新しい形で音楽を届ける次世代アーティストとして、決勝進出者に選出
された計７組が集まる記念すべき第 1 回目コンテストの決勝大会を是非ご覧いただければと思いま
す。


内容：決勝進出者７組による iPhone/iPad を使ったパフォーマンス LIVE
公式サポーターJUNO による楽曲歌唱



日時：2012 年 2 月 23 日(木) 13 時 30 分～



場所：ニコファーレ（〒106-0032 東京都港区六本木 7 丁目 14 番 23 号）

なお、決勝大会は、Ustream でリアルタイムネット配信を行い、公式 HP から視聴可能です。
【公式 HP】 http://applayers.jp/
ニコニコ生放送を視聴する場合はこちらです。
【ニコニコ動画】 http://www.nicovideo.jp

「新星堂×avex Applayers コンテスト」
決勝大会 概要


開催日程

2012 年 2 月 23 日(木)


開催場所

ニコファーレ（〒106-0032 東京都港区六本木 7-14-23）


タイムスケジュール

13：30～

プレス受付

14：00～

出場者パフォーマンス演奏 １組約 5 分設定（計７組）

15: 30～

公式サポーターJUNO 楽曲歌唱・審査員審議

16：00～

優勝者発表・表彰式・審査員総評

16: 30～

フォトセッション・囲み取材
17:00 終了予定



出場者 計７組

・ 情デ KIDS
男女 8 人メンバーで構成。京都造形大学出身、情デ kids の学園歌を目撃した副学長の秋元
康氏は後に AKB48 を率い学園歌を作る事になる。アルバム 3 枚、DVD１枚制作。
・ GO
１次審査投稿動画では、iPhone・iPad 計４台を使ってノーカット一発撮り。曲の中で 6 種類の楽
器アプリを弾くという神技を見せる。
・ mi-on
10 代後半に YAMAHA,KORG,などのデモンストレーターや講師を経験。2000 年コロンビアレ
コードから出たアニソンリミックス（エクストリームサイクロン）に参加。2005、2006、の j-wave
RADIO SAKAMOTO に AngelQuartz 名義の曲が優秀作品としてエントリー＆放送される。そ
の他 TV,ラジオドラマや、ゲーム、アニメ、インディ映画のサントラなど、多数楽曲を提供。
iPhone & iPad 2 のみで演奏＆トラック制作も担当。
・ tigerlily
AN ミュージックスクール京都卒業、カコイミク、dorlis、岡野宏典など、様々なアーティスト・バン
ドのライブ・レコーディング・TV 出演に参加。2007 年にメジャーデビューも経験したインストファ
ンクバンド K-106 に加入。2010 年 6 月に脱退。
近年は THB の活動と平行して PC を用いた映像と音楽を同時演奏するパフォーマンスや、ボ

ーカロイドを用いた音楽制作を研究中。
・ 松尾 P
iPhone をギターにする、The Fingerist というデバイスの考案に関わる。大学時代にプレ MIDI
時代のアナログシンセサイザーと 8 ビットコンピューターを組み合わせた DTM の走り的なもの
を始める。現在、VOCALOID,UTAU などの歌唱合成ソフト、iPhone・iPad の音楽アプリに楽曲
を投稿。
・ Sandy Trip
2003 年、アルバム「DUNA」で全国デビュー。CD を 2000 枚セールス。
ジャパネットたかた商品紹介時の BGM、テレビ長崎の数多くの番組のイメージソング、エンデ
ィン グテーマに起用。現在、年間 100 本以上のライブ活動、TV 出演、ラジオ出演、ドキュメン
タリー番組のテーマソング、各企業のテーマソングを担当する等、精力的な活動を行う。
・ iPad Ninjaz
一次書類審査では、和のテイストを交えたオリジナル楽曲を披露。
忍者の衣装に身を包んだ謎の 3 人組み。楽曲の質はもちろん動きのあるパフォーマンスにも
目が離せない。


審査員

・ ファッションモデル 道端アンジェリカ
現在、話題沸騰中の人気ファッションモデル。カレン・ジェシカの姉２人とともに、道端３姉妹
の末っ子として CM、広告、イベント等に数多く出演。また、その軽妙なトークと抜群のルックス
でバラエティ番組等でも大活躍を見せる。
・ DJ/プロデューサー FPM(Fantastic Plastic Machine) 田中知之
DJ／プロデューサーとして国内外で活躍。
ダンスミュージックに自身のルーツを散りばめた独自の音楽スタイルがワールドワイドに支持さ
れ、7枚のオリジナルアルバムのリリースの他、Chara、RIP SLYMEなど多数のアーティストのプ
ロデュースも手掛ける。DJとしても国内は全都道府県制覇、海外では約50都市でのプレイ実
績を持つ。またリミキサーとしても、現在まで約100曲もの作品を手掛けており、最近
の作品では、布袋寅泰、くるり、UNICORN、サカナクション、THE BPA（FATBOY
SLIMことノーマン・クックによるプロジェクト）
、THE YOUNG PUNX!などがある。
村上隆がLouis Vuittonのために制作したアニメーション「SUPERFLAT
MONOGRAM」(2003年)、
「SUPERFLAT FIRST LOVE」(2009年)の音楽や、世界三
大広告賞でそれぞれグランプリを受賞したダンスミュージック時計「UNIQLOCK」
、
「UNIQLO CALENDAR」の楽曲制作も手掛けるなど多方面で活躍している。
「UNIQLO CALENDAR」に提供した「威風堂々」や「アヴェマリア」、「ボレロ」な
どのカバー楽曲8曲に新録１曲を加えた全9曲収録のクラシックカバーアルバム
『QLASSIX（クラシックス）
』が好評発売中。

・ メディアアーティスト 成瀬つばさ
国立音楽大学在学中は、音楽文化デザイン学科にてコンピュータ音楽を研究する傍ら、ジャ
ズピアニスト・キーボーディストとして様々な演奏活動を行っていた。 4 年次より、演奏活動は
休止。 卒業後は多摩美術大学大学院に進み、現在はサウンド＆メディアアートの分野で研
究・創作活動を行う。 独学で iPhone アプリの開発を始め、「リズムシ」は App Store で公開後、
話題のアプリとなる。 開発したアプリはグラフィックから音、プログラミングまでのすべてを自
身で手がけている。
・ ソフトバンクモバイル（株） プロダクトマーケティング本部 副本部長

蓮実一隆

テレビ朝日で「報道ステーション」「TV タックル」等の番組をプロデュース。ソフトバンクモバイル
に転身後、サービスコンテンツ全般を担当し電子雑誌配信ビューンの立ち上げ等を行う。
・ (株)新星堂 代表取締役社長 砂田浩孝
・ (株)エイベックス・プランニング&デベロップメント 執行役員 本多健二

公式サポータープロフィール

JUNO
JYJ ジュンスの双子の兄。
187cm という高身長、野球選手として活躍していた頃に培った類まれなる健康美溢れたプロポ
ーションで、2008 年頃より、韓国のバラエティ番組出演、CM モデルとしても活躍する等、アーテ
ィスト活動を始める前から話題を集めていた。
2011 年活動の拠点を本格的に日本に置き、活動を開始。
2011 年 4 月代々木第一体育館で行われた「Girls Award」で日本でもモデルデビューを果たし
た後、7 月には自身初となるファースト写真集「JUNO」を発売。
そして、8 月 31 日エイベックスより「Fate」でデビュー。オリコンデイリーチャートで 5 位（9/5 付）
を獲得。また、雑誌「Ane Can」のテレビ CM ソングにも起用。
～中略～
そして、9/1 から配信がスタートした BeeTV ドラマ「快感ストロベリー～秘蜜の花園～」の主題
歌に 2nd single「believe...～君を信じて～」が決定。さらに、第 8 話では、本人役で出演を果たす
等、俳優業もスタート。
アーティスト業はもちろん、俳優業やモデルとしての活動もスタートする等、多彩な才能に期待
が高まる。
JUNO 公式 HP（ http://juno-jp.net/ ）

