2014 年 12 月 19 日

ヤマハグループ主催 日本最大規模 23 歳以下のアマチュア音楽コンテスト

「The 8th Music Revolution JAPAN FINAL」開催！
4,522 組 10,127 名の応募者から
若き才能豊かな 14 組が頂点を目指す
「ニコニコ生放送」、「YouTube ライブ」観覧者から人気投票も実施
2015 年 1 月 11 日（日） 14:30～ Zepp ダイバーシティ東京
一般財団法人ヤマハ音楽振興会
ヤマハ株式会社
株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

ヤマハ音楽振興会（本部：東京都目黒区下目黒 3-24-22、理事長：梅村充）、ヤマハ株式会社（本社：静岡県浜
松市中区中沢町 10-1、社長：中田卓也）、および株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
（本社：東京都渋谷区神宮前 2-34-17、社長：須田直治）は、23 歳以下のアマチュアミュージシャンを対象にした
ミュージック

レボリューション

音楽コンテスト「Music Revolution」の決勝大会「The 8th Music Revolution JAPAN FINAL（ジャパンファイナル）」を、
2015 年 1 月 11 日（日）に Zepp ダイバーシティ東京（東京都）で開催します。

「Music Revolution」は、ヤマハグループが 23 歳以下のアマチュアミュージシャンに音楽を発表する場を広く提供
し、次の音楽シーンを担う才能を応援する音楽コンテストで、音楽好きな 23 歳以下の若者であれば、どんなスタイ
ル、ジャンルでも、コピー・オリジナルを問わず、誰でも自由に参加できます。

前回グランプリを受賞した『パレードパレード』

今回で 8 回目を迎えた「Music Revolution」は、4,522 組 10,127 名の応募があり、4 月より全国各地の楽器店等
210 会場で行われた予選大会を経て、11 月に東京・大阪・九州の 3 ヵ所でエリアファイナル（地区大会決勝）が開
催されました。各エリアファイナルで熱戦が繰り広げられた結果、14 組の若きミュージシャンが JAPAN FINAL
（ジャパンファイナル）に出場します。
JAPAN FINAL 出場者 14 組は、＜北海道＞ボーカルが個性的な実力派トリオ、＜東京都＞数々のコンテスト入
賞経験がある高校軽音楽部バンド、＜東京都＞女性チェロ弾き歌い、＜福井県＞メンバー全員医大生のヒップホ
ップバンド、＜愛知県＞音楽大学在籍ユニット、＜沖縄県＞生まれて初めて書いたオリジナル曲で JAPAN FINAL
に臨む女性ボーカリストなど、演奏スタイルはバンド・ユニット・ソロと幅広く、音楽ジャンルもロック・ポップス・ヒッ

プホップ・クラブサウンドと多彩で個性的な出演者で、北は北海道、南は沖縄県と全国各地から Zepp ダイバーシ
ティ東京に集います。
ゲストとして、「The 4th Music Revolution JAPAN FINAL」でグランプリ賞・オーディエンス賞を受賞し、2014 年 5
月 14 日に e-stretch RECORDS からメジャーデビューした『吉澤嘉代子』が出演します。
また、同大会の開催に先立ち、2014 年 12 月 19 日（金）から 2015 年 1 月 7 日（水）までの期間、携帯・スマート
フォン向け音楽配信サービス「MySound」で、出場 14 組の演奏楽曲を無料ダウンロードが可能で、併せて先行人
気投票企画を実施します。
当日の会場の模様は、「ニコニコ生放送」と「YouTube ライブ」でリアルタイム映像配信でご覧になることが出来
ます。「ニコニコ生放送」、「YouTube ライブ」の観覧を通じた大会当日のオーディエンス人気投票への参加も可能
です。
Music Revolution は全国の音楽ファンの応援を、より一層反映できるよう努めてまいります。
次の音楽シーンを担う若き才能豊かな出場者 14 組のステージを是非ご観覧下さい。
＜ Music Revolution とは ＞

「Music Revolution」は、ヤマハグループが開催した「ポピュラーソングコンテスト（ポプコン）」（1969 年～1986 年）
や、「TEENS’ MUSIC FESTIVAL」（1987 年～2006 年）等などの音楽イベントを継承し、2007 年にスタートした 23 歳
以下のアマチュアミュージシャンを対象とした日本最大規模の音楽コンテストです。音楽ジャンルやスタイルに制限
を設けず、多くの若者に門戸を広げ、音楽を発表する場を広く提供し、次の音楽シーンを担う才能を応援していま
す。Music Revolution 出場者からは多数アーティストがメジャーデビューを果たし、また、今後もメジャーデビューを
期待されるアーティストを数多く輩出してまいります。

『山崎あおい』
2012 年 8 月 22 日 ﾋﾞｸﾀｰｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ

『吉澤嘉代子』
2014 年 5 月 14 日 e-stretch RECORDS

『ななみ』
2014 年 10 月 8 日 e-stretch RECORDS

『たんこぶちん』
2013 年 7 月 17 日 ﾔﾏﾊﾐｭｰｼﾞｯｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ

『ウルトラタワー』
2014 年 8 月 6 日 avex

『ORESAMA』
2014 年 12 月 4 日 VAP

＜実施概要＞

■日

時

2015 年 1 月 11 日（日） 開場 14:00／開演 14:30／終演 18:30（予定）

■会

場

Zepp ダイバーシティ東京 （東京都江東区青海 1-1-10 ダイバーシティ東京プラザ）

■出

演

エリアファイナル代表アマチュアミュージシャン 14 組（出演者詳細は別紙ご参照下さい）

■ゲ ス ト

吉澤嘉代子

The 4th Music Revolution JAPAN FINAL グランプリ賞、オーディエンス賞受賞
2014 年 5 月 14 日メジャーデビュー（e-stretch RECORDS）

■入 場 料

無料（入場整理券※が必要、1 枚で 1 名様有効）
※オフィシャルホームページ（PC・携帯）よりダウンロードできます

■オフィシャルホームページ
＜ P C ＞ http://musicrevolution.jp/
＜携帯＞ http://murevo.jp/
■配

信

ニコニコ生放送／YouTube ライブでの生中継（2015 年 1 月 11 日 14:00 より配信開始）

■無料ダウンロード及び、人気投票
携帯、スマートフォン向け音楽ダウンロードサービス「MySound」にて先行実施
2014 年 12 月 19 日（金）～2015 年 1 月 7 日（水）の期間

■主

催

ヤマハ音楽振興会／ヤマハ株式会社／株式会社ﾔﾏﾊﾐｭｰｼﾞｯｸｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

■後

援

文部科学省／公益社団法人全国高等学校文化連盟

■協

賛

ヤマハ発動機株式会社

■特別協力

株式会社ヤマハミュージックジャパン

■協

Myojo duet／Go!Go!GUITAR／Music Revolution 参加ヤマハ特約楽器店

力

■企画制作

株式会社ヤマハミュージックパブリッシング

＜この件に関するお問い合わせ先＞

株式会社ヤマハミュージックパブリッシング Music Revolution 本部事務局（担当：田辺、野口）
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 2-34-17 住友不動産原宿ビル 4F
TEL：03-6894-0207

FAX：03-6894-0205

E-mail：info-mr@inquiry.ymh.jp

The 8th Music Revolution
JAPAN FINAL
出場14組
場 組
ﾌﾟﾘﾒｹﾛﾝ

北海道

Pura²

⼤阪

22〜23歳３⼈組。⾳楽イベント⼊賞
多数。ポップなメロディーと不思議な
造語が織り交ぜられた歌詞とVo.阿部
さんの⽿に残る歌い⽅にも注⽬。

17〜18歳３⼈組。⾼校軽⾳楽部所属。
⾒た⽬からは想像できない確かな演奏
⼒と表現⼒でJAPAN FINALに挑む。

CHAIN

Nicetime
Workerz

東京

17〜18歳4⼈組。“⾊々な⼈と⾳楽を
通して繋がりたい”という想いのもと
結成されたCHAIN。数々のコンテスト
で⼊賞してきた軽⾳楽部系バンドの実
⼒派。

SEIJ

東京

21歳。「RAINBOW POP」をコンセ
プトに活動するEDMシンガー。ボーダ
レスかつインターナショナルな素養を
持つ彼のステージはまさにパーティ。

Sprinkled
GREEN
pEanuts!♥

東京

16〜18歳4⼈組。パート別イベントで
選抜されたドリームチーム。学校も学
年も違うメンバーが集まったとは思え
ない⼀体感のあるサウンドが魅⼒。

下⽥ 采

東京

福井

21〜23歳4⼈組。全員医学部⽣。フィ
ジカルなナイスグルーヴを追及する男
⼥混合編成の⽣ヒップホップバンド。
緩急⾃在の演奏とフロウを駆使する。

名ばかり
プレジデント

愛知

22〜23歳2⼈組。⾳楽⼤学在籍。⼒強
いハーモニーが魅⼒の、おもてなし精
神あふれるアコースティックデュオ。
結成⼀年とは思えない息の合ったス
テージは必⾒。

ﾊﾝﾌﾞﾚｯﾀﾞｰｽﾞ

⼤阪

20歳4⼈組。全員同じ⼤学に在籍。⾼
校時代に同級⽣で結成された実⼒派エ
モーショナルロックバンド。イベント
を⾃主企画するなど⼤阪を中⼼に精⼒
的に活動中。

安次嶺 希和⼦

沖縄

19歳。専⾨学校⽣。規制の枠には収ま
らないアーティストを⽬指す彼⼥。幻
想的なチェロ弾き語りで魅了する。

16歳。沖縄市在住の⾼校⼀年⽣。「太
陽の雫」は⽣まれて初めて書いたオリ
ジナル曲。繊細で透明感ある歌声は逸
品。

Ryo

Rintel
Rantel

東京

19歳。オーディエンスを圧倒する
Vo.Ryoさんの声量と存在感、スケー
ルの⼤きな歌詞世界。服飾を学ぶ彼⼥
こだわりの⾃作⾐装にも注⽬。

Da Vinci
Da.Vinci

東京

18歳4⼈組。⾼校軽⾳学部所属。
⾳楽イベント⼊賞多数。どこか懐かし
いようで、現代的な叙情性をロックン
ロールナンバーに乗せて叫び、歌い上
げる。

福岡

21歳2⼈組。クラブサウンドと視覚的
なポップアイコンのトータル・デザイ
ンで、⾳楽表現の新たな地平を切り開
く。

植⽥ 真⾐

福岡

17歳。オリジナル45曲。地元久留⽶
を中⼼にギター弾語りのスタイルで活
動中の現役⼥⼦⾼⽣シンガーソングラ
イター。⼒強い歌声と存在感のある佇
まいに注⽬。

