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アリス十番×スチームガールズ＠仮面女子 

☆ 最新情報 ☆ 

当社グループがサポートしておりますアーティスト“アリス十番”×“スチームガールズ”

＠仮面女子の、12 月 11 日発売、最新シングル「妄想日記」がオリコン総合週間シングルラ

ンキング（12/23 付）堂々の 4 位ランクイン！！ 

 

業界騒然！！ 

並みいる強豪を抑え、遂にオリコン総合週間シングルランキング（12/23 付）堂々の 4 位 

ランクイン！！ 

 

デイリーシングルチャートでは、最高位で 3 位も記録いたしました！ 

 

また、12/13（金）のテレビ朝日「ミュージックステーション」のランキングコーナーで 4

位で発表され、「今、人気沸騰中の話題の地下アイドル」としてピックアップされるなど、

メディアへの露出も多く、まだまだ目が離せません！ 

 

☆ 2014 年５月３日 Zepp Tokyo ワンマンライブ 3,000 人動員予定!! ☆ 



 

“アリス十番”×“スチームガールズ”＠仮面女子 

 

秋葉原に常設する P.A.R.M.Sで連日のライブを開催しており、平日にも関わらず、デスト

ロイヤー（アリス十番のファンの呼び名）とスチーマー（スチームガールズのファンの呼び

名）が大集合、超満員のライブ毎日にように行われております。 

 

 

P.A.R.M.S とは・・・ 

パセラアキバマルチエンターテイメント７階の劇場型ビュッフェレストランとなるイベント

フロア。2013 年１月４日からアリスプロジェクト常設劇場としてスタート。 

最新の音響・証明機器を備え、収容人数はアイドルの常設劇場として最大級の 400 名を誇り

ます。 

 

 

 

“アリス十番” 

http://www.alice-project.biz/alice-juban/ 

 

“スチームガールズ” 

http://www.alice-project.biz/steamgirls 

 

アリスプロジェクト常設劇場～P.A.R.M.S～ 

http://www.alice-project.biz/parms/ 

 

 

以上 

 

 

http://www.alice-project.biz/alice-juban/
http://www.alice-project.biz/steamgirls
http://www.alice-project.biz/parms/


≪パセラに訪れるファン数≫ 
 

   平日  ６００～800人 ／日 
     土日  1000～1200人 ／日  
 

  ⇒1年間で15万人～20万人     

ライブ以外にもパセラのカラオケルーム全てで、 
常にプロモーションを実施。パセラ全体としては 

    25万人／月、300万人/年  
                           のリーチ。 

   

≪1回のライブでチェキを取る方≫ 
 

   500～1000人／日 
           ※1回1000円～3000円 
    
≪オフィシャルグッズの販売数≫ 
 

 CD 3万～5万枚 売上 
  シャツ、タオル、マスク、クリアファイル、バッジ、 
 はっぴ、カレンダー ミニマム2000～4000個 
 パセラコラボのパン・クッキー・ケーキ など 
  
    

≪SNSフォロワー数≫ 
 

せいじ氏  twitter合計   37万人 
        Facebook      22万人  

         アメーバなう  3万人 
他メンバー   twitter総数  60万人 
         

▼Facebookいいね数  

 アリス全体 6万5千人 
 アリス十番 11万人 
 スチームガールズ 9万4千人 
▼YouTube チャンネル登録者数 

          2万2千人  
 

世界にただ一つのコンセプトで 
行っているアイドル。常に世界中の 
メディアからドキュメンタリーなどの 

取材が入っています。 

年末にはもう1つのマスクユニット、アーマーガールズをリリース。 

2014年5月3日にはゼップ東京でワンマンライブ！ 
2015年には武道館ワンマンライブを予定！ 

≪今後のメディア露出≫ ※詳細は別紙参照 

⇒多数のメディアに配信されるアイドル達のボードなどには、 
                                                   F1の様にスポンサーの名前を冠することもできます。 
                   

≪今後の活動≫  2013年12月27日 武道館イベント出演 1万4000人動員 
              タイアップ予定：バナナ大手、唐辛子大手、アイスクリーム大手、 
              湘南美容外科、シック髭剃り 
                                                                       など        

～プロジェクトのご紹介～ 



【テレビ】  
■TBS 『ランク王国』にアリス十番出演。AKB、ももクロの次にブレイクするアイドル1位として  
   放送。スチームガールズは8位でＷランクイン。 
■テレビ朝日『MUSICる』でカワユシが11月度EDテーマを担当。 
■JCOM関東レギュラー放送『ラブスパイラル』はカワユシ初MC番組。仮面女子 
  メンバーが出演。 
■SBC「3時は！ららら♪」にて12月16日～23日の期間、アリス十番がEDテー   
  マを担当。 
■フジテレビ『ノンフィクション』でドキュメンタリー、来年初頭放送。 
■テレビ埼玉『東京ダイナマイトの素晴らしいTV』に仮面女子出演 
■青森朝日放送の情報番組『とくもり！』 11月23日(土)放送回のエンディング 
■日本テレビ60周年記念特番『成功の遺伝史』内再現ドラマでキャンディーズ役 
  12月30日(月)18:00～23:00 放送   
■CNN、ロイター通信など海外メディアからの取材が殺到 
■NHK BSプレミアム：12月14日(土) 深夜 
■NHK WORLD Premium：海外放送 12月8日(日)～ 
■TBS 『Nスタ』  アリスプロジェクトドキュメント特集  武道館への道 １月放送 
■テレビ東京『ブラックミリオン』  1月1１日放送 
■フジテレビ『コトバノクスリ』1月9日放送 
       

2013年12月11日更新 

【雑誌】 
■ヤングマガジン52号：仮面メンバーがグラビア特集カラー4Ｐ 
■プレイボーイ12月9日発売号：神谷えりな7Ｐ特集 
■月刊チャンピオン連載 
■プレイボーイ12月2日発売号：「女神転生」プレゼントページ 
■週刊実話11月28日発売号：「変わり種アイドルグループ 
                                       大集合」掲載 
■月刊デビュー12月1日：見開きカラー掲載 
■ぶんか社発行Ranzuki掲載 
■『LIVEアイドル図鑑』 発売元オークラ出版 
■アイキュン：4Ｐ掲載 
■宝島「秋葉原ザ・裏ガイド」12月13日初某号：表紙＆特集 
■カードゲーマーvol13：カラー1P 
■日経エンタテインメント：ネクストメジャーアイドルスペシャル 
                                見開きカラー2P 
■「ドカント」1月16日発売号：アリス十番が漫画に。 
■「日刊SPA!」12月28日発売 
■「週刊アスキー」 『アキバ街角美人』 12月16日発売 
■双葉社『エッジスタイル』2月号 見開き2P 
■『メンズナックル』12月24日発売 2月号 
■『an・an』2014年1月29日(水)発売 
■コンプティーク 2014年1月号 
   
 

【イベント】  
■2013年12月27日武道館イベント出演 14000人動員 
■2014年5月3日ゼップ東京ワンマン 3000人動員   
 

～メディア露出詳細～ 

【CM】 
■湘南美容外科全国CM 
■シックwebCM 
■ダイコクドラッグCM 来年放送予定 
■長野県キノコCM 
■長野県9市町村イメージガールCM 
 
   
 

 【ゲーム】 
 ■登録者80万人の真女神転生イマジンタイアップ  
 ■PS3、PSVITA『アキバズトリップ2』のゲーム中に登場、同梱DVDのテーマ曲 



【ラジオ】 
■FMナック5 
■FM大和 
■FM802『REDNIQS』12月9日(月) 
■石川県MROラジオ『おいね☆どいね』 
■長野県SBCラジオ『坂ちゃんのずくだぜえぶりでい』 
■SBCラジオ『JA中野市』CM テーマソング   
 

【WEB媒体】 
■ロケットニュース 
■東スポ ※新聞紙面もあり 
■ガールズニュース＠つくばテレビ 
■オモコロ 
■トレンドボックス 
■男の情報局 
■リアルライブ 
■ドワンゴ 
■ライブドア 
■アメーバピックアップ 
■週刊SPA!webサイト 
■music.jpのヘビープッシュTOPバナー 
■ニコ生公式生中継12月15日 
  
 

【ビジョン＆街頭広告】 
■東京メトロコンコースにて駅看板ジャック 
■長野県JR駅マップなどにイメージガールとして掲載 
■新宿アルタビジョン10月～12月天気フィラー 
■JACLAビジョン：全国の自動車教習所内に設置さ   
           れているビジョンにてPV放映 
■六本木ヒルズアリーナビジョン 
■秋葉原ラオックスビジョン 定期放送 
■タワーレコード渋谷店：メインエントランス180インチ   
               モニター 
■JR秋葉原駅電気街口改札前デジタルサイネージ 
  
 

【カラオケ】 
■カラオケパセラにて歌本表紙＆裏表紙 3万部配布 
■カラオケパセラにて曲間映像配信 
■カラオケの鉄人 1600部屋にて曲間映像配信 
■DAM、ジョイサウンドにて配信 

2013年12月11日更新 ～メディア露出詳細～ 



 貴店名： 特約店コード： ご担当者名：

4948722498520 ﾏｷｼｼﾝｸﾞﾙ \1,000（税別\952）：Ｃ

4948722498551

4948722498568

4948722498544

ﾏｷｼｼﾝｸﾞﾙ

ﾏｷｼｼﾝｸﾞﾙ

旧譜

発注数

 ORDER SHEET 発売日：

ＪＡＮ

12⽉17⽇

2013/12/11

送信⽇：

 \1,000（税別\952）：Ｃ

 \1,000（税別\952）：Ｃ

初回締切日：

品種価格

 \1,000（税別\952）：Ｃ4948722498513

4948722498537

 \1,000（税別\952）：Ｃ

ﾏｷｼｼﾝｸﾞﾙ

ﾏｷｼｼﾝｸﾞﾙ

APMT-2

APMT-1

ﾏｷｼｼﾝｸﾞﾙ \1,000（税別\952）：Ｃ

規格番号

APMT-6

APMT-5

APMT-4

APMT-3

妄想日記　［Ｔｙｐｅ-Ｄ］

妄想日記　［Ｔｙｐｅ-Ｅ］
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妄想日記　［Ｔｙｐｅ-Ｃ］

12月11日発売したばかりの最新シングル「妄想日記」が、

12/23付けオリコン 週間シングルランキング堂々4位にランクイン決定！！
皆様温かいご声援有り難うございます！！

また、先週12/13（金）のミュージックステーションでも『今、人気沸騰中の話題の地下アイドル』としてピックアップ

されるなど、メディアへの露出も多くまだまだ目が離せません！続々大型プロモーションも決定！！

これから客注や問い合わせが必ず来ます！ブレイク必至！

ぜひ店頭から盛り上げてください！！

クリーブラッツ クリーブラッツ クリーブラッツ クリーブラッツ AliceProjectAliceProjectAliceProjectAliceProject

SHEET NO. 号外

ご注文ありがとうございます。新譜注文は締切日までにFAXにてお願いします。

オンライン発注された場合は、締め切り前に関わりなく全て新譜バックとなり30日間で発注の履歴は消えてしまいますのでご注意下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダイキサウンド株式会社 →→→　FAX:03-6893-6848

【テレビ】

■TBS 『ランク王国』にアリス十番出演。AKB、ももクロの次にブレイクする

　アイドル1位として放送。スチームガールズは8位でＷランクイン！！

■テレビ朝日『MUSICる』でカワユシが11月度EDテーマを担当。

■JCOM関東レギュラー放送『ラブスパイラル』はカワユシ初MC番組。

　仮面女子メンバーが出演。

■SBC「3時は！ららら♪」にて12月16日～23日の期間、アリス十番がEDテーマを担当。

■フジテレビ『ノンフィクション』でドキュメンタリー、来年初頭放送。

■テレビ埼玉『東京ダイナマイトの素晴らしいTV』に仮面女子出演

■青森朝日放送の情報番組『とくもり！』 11月23日(土)放送回のエンディング

■日本テレビ60周年記念特番『成功の遺伝史』内再現ドラマでキャンディーズ役

　12月30日(月)18:00～23:00 放送

■CNN、ロイター通信など海外メディアからの取材が殺到

■NHK BSプレミアム：12月14日(土) 深夜

■NHK WORLD Premium：海外放送 12月8日(日)～

■TBS 『Nスタ』 アリスプロジェクトドキュメント特集 武道館への道 １月放送

■テレビ東京『ブラックミリオン』 1月1１日放送

■フジテレビ『コトバノクスリ』1月9日放送

■テレビ朝日 セレクションX １月～３月まで EDテーマ

■SBC『３時はららら』１８日水曜日１４時５５分

【海外メディア】

■ BBC密着

NOW ON SALENOW ON SALENOW ON SALENOW ON SALE

【CM】

■湘南美容外科全国CM　　　■シックwebCM　　　■ダイコクドラッグCM 来年放送予定

■長野県キノコCM　　　■長野県9市町村イメージガールCM

【雑誌】

■ヤングマガジン52号：仮面メンバーがグラビア特集カラー4Ｐ

■プレイボーイ12月9日発売号：神谷えりな7Ｐ特集　　■月刊チャンピオン連載

■プレイボーイ12月2日発売号：「女神転生」プレゼントページ

■週刊実話11月28日発売号：「変わり種アイドルグループ大集合」掲載

■月刊デビュー12月1日：見開きカラー掲載　　■ぶんか社発行Ranzuki掲載

■『LIVEアイドル図鑑』 発売元オークラ出版　　■アイキュン：4Ｐ掲載

■宝島「秋葉原ザ・裏ガイド」12月13日初某号：表紙＆特集

■カードゲーマーvol13：カラー1P

■日経エンタテインメント：ネクストメジャーアイドルスペシャル見開きカラー2P

■「ドカント」1月16日発売号：アリス十番が漫画に。　　■「日刊SPA!」12月28日発売

■「週刊アスキー」 『アキバ街角美人』 12月16日発売

■双葉社『エッジスタイル』2月号 見開き2P　　■『メンズナックル』12月24日発売 2月号

■『an・an』2014年1月29日(水)発売　　■コンプティーク 2014年1月号

■ブラックボックス グラビア掲載　　■ 男性ファッション誌『キラリ！』1月10日発売号

【イベント】

■2013年12月27日武道館イベント出演 14000人動員

■2014年5月3日ゼップ東京ワンマン 3000人動員


