
等身大の音楽で人気を博する5人組ロックバンド 

Aqua Timez の出演が決定！ 

 RockCorps supported by JT実行委員会は、2016年9月3日（土）にあづま総合体育館（福島県福島市）にて開催する
「RockCorps supported by JT 2016」のセレブレーション（ライブイベント）に、等身大の音楽で人気を博する5人組ロックバンド
「Aqua Timez」（アクアタイムズ）の出演が決定したことを発表いたします。 

■ Aqua Timez（アクアタイムズ）プロフィール 
 

2003年結成。太志(Vo)/OKP-STAR(Ba)/大介(Gt)/mayuko(Key)/TASSHI(Dr) の5人編成。希望、愛情、悲しみ、切なさ
等普遍的でありながら強烈なメッセージ性を持った歌詞、感情に訴える心地よく力強いメロディー、打ち込みを駆使しあ
らゆるジャンルの枠を超越したサウンドを奏でる、唯一無二のロックバンド。2015年8月にデビュー10周年を迎え、日本
武道館ワンマン、ベストアルバム2枚同時リリースと、ますます精力的に活動してゆく。 

＜報道関係各位＞ 2016年7月5日 

アクアタイムズ 

レディー・ガガやリアーナ、マルーン5、NE-YOなど世界的アーティストも過去に出演 

「RockCorps supported by JT 2016」 

“セレブレーション（ライブイベント）”出演アーティスト発表！  

＜Aqua Timez（アクアタイムズ） 太志（ボーカル） コメント＞ 

メンバー2人が福島出身です。 

実家が被災したことで知った現実もありました。 

そんな僕らだから持つことのできた理想を、ロックコープスで爆発させたいと思います。 



RockCorps supported by JT 公式アンバサダー 高橋みなみ 

世界的大ヒットを生むポッププリンセス カーリー・レイ・ジェプセン 

ジャパン・ロックの金字塔 ASIAN KUNG-FU GENERATION 
沖縄から世界へ、オリジナリティ溢れる音楽を届ける5人組バンド HY 

等身大の音楽で人気を博するロックバンド Aqua Timez 

「RockCorps supported by JT 2016」ライブイベント 

全出演アーティストが決定！ 

国内外から豪華アーティストが福島に集結し、夢の競演！！ 

＜高橋みなみ 本人コメント＞ 
 

世界中でムーブメントになっている「RockCorps」は4時間の 

ボランティアをして音楽ライブに参加する新しい社会貢献の 

形だと知って、このユニークでシンプルなコンセプトにとても 

共感しました。音楽がきっかけとなり、チャレンジする力をくれる。 

そして自分のチャレンジで誰かを笑顔にすることができるかも 

しれません。 

私もボランティアに参加し、多くの方々と交流しながら、 

もっともっとRockCorpsの魅力を発信していきたいと思っています。 

皆さんもぜひRockCorpsに参加して、９月３日、福島で行われる 

ライブ「セレブレーション」を一緒に体感しましょう！ 

＜カーリー・レイ・ジェプセン 本人コメント＞ 

 

若い人たちが、音楽を通じて社会貢献できるきっかけを 

作る「RockCorps」に参加できることはとても嬉しいです！ 

参加した人たちが自分たちのボランティア活動を共有して、 

同じ空間で一緒にセレブレーションできるのはとても意味の 

あることだと思います！ 

 

セレブレーションでは、みんな達成感いっぱいでお祝いモードに
なっていると思うので、踊り出したくなるようなステージにしたい
と思っています！ 

 2016年9月3日（土）にあづま総合体育館（福島県福島市）にて開催する「RockCorps supported by JT 2016」の締めくくりと
なるイベント“セレブレーション（ライブイベント）”に出演する全アーティスト（計4組）および、公式アンバサダーが決定いたし
ました。（セレブレーションでのアーティスト出演順は未定です。） 

RockCorps supported by JT 公式アンバサダー 高橋みなみ 

世界的大ヒットを生むポッププリンセス カーリー・レイ・ジェプセン 



＜ASIAN KUNG-FU GENERATION 後藤正文 （Vo & G）コメント＞ 

 

浪人生のときに借りたいくつかのレコードによって、 

僕の人生は変わりました。貸してくれた彼は福島県出身でした。 

 

そんなわけで、僕のロックンロールは福島と静岡のミックスなんです。
今回はこのようなイベントに参加できてとても嬉しいです。 

ジャパン・ロックの金字塔 ASIAN KUNG-FU GENERATION 

沖縄から世界へ、オリジナリティ溢れる音楽を届ける5人組バンド HY 

＜HY 新里英之（ボーカル）コメント＞ 

 

ハイサイ！HYです。 

アーティスト、イベントに集まる皆さまとボランティアを通して、 

同じ気持ちでその日を迎えられるRockCorpsに参加できることが 

とても嬉しいです。誰かの役に立ちたい、自分に出来ることを 

精一杯尽くしたいという想いが、誰にでもある寂しい気持ちや 

辛い心の隙間を埋めてくれると思います。 

 

愛が感じられるイベント！！ 

HYも皆さまの笑顔に繋がるライブをしたいと思います。 

等身大の音楽で人気を博するロックバンド Aqua Timez 

＜Aqua Timez 太志（ボーカル）コメント＞ 

 

メンバー2人が福島出身です。 

実家が被災したことで知った現実もありました。 

 

そんな僕らだから持つことのできた理想を、 

ロックコープスで爆発させたいと思います。 



■「RockCorps supported by JT 2016」開催概要 

プロジェクトロゴ 

キービジュアル 

プロジェクト名 RockCorps supported by JT 2016 

開催内容 
ボランティアイベントの実施およびセレブレーシ
ョン 

（ライブイベント）の開催 

主催 

RockCorps supported by JT 実行委員会 

株式会社サニーサイドアップ / RockCorps, LLC / 

TOKYO FM 

共催 福島県 

特別協賛 JT 

協賛 
内野株式会社 

福島交通株式会社 

協力 

ヤフー株式会社 

NPO法人ふくしま新文化創造委員会 

復興支援センターMIRAI 

株式会社アラミック 

有限会社パルチザン  

ヒラタワークス株式会社 

株式会社フィールドワンプロモーション 

ボランティア協力 

福島市 / 相馬市 / 浪江町 / 広野町 / 認定NPO法人フ
ロンティア南相馬 / 南相馬ソーラー・アグリパー
ク / NPO法人ザ・ピープル / NPO法人みらいと / 

NPO法人蓮笑庵くらしの学校 / NPO法人ハッピー
ロードネット / 相馬遊楽応援団 / 復興支援センター
MIRAI / NPO法人いわきオリーブプロジェクト / 南
三陸町観光協会 /  NPO法人アスヘノキボウ / NPO

法人ガーネットみやぎ/ 三陸ひとつなぎ自然学校 / 

NPO法人フォトサルベージの輪 / こらぼ大森 / く
ぅ～の東北 / かながわ海岸美化財団 

■「RockCorps supported by JT 2016」参加の流れ 

■「RockCorps 」の仕組み 

■音楽の力で人々を社会貢献活動へ導く「RockCorps」 

 「RockCorps」とは、音楽の力を使って“企業”と“地域社会”と“人々”を結び付け、「楽しみながら、気軽に参加できる社会
貢献の形」を提案し、人々のボランティア活動への参加を推進する新しい社会貢献のカタチです。2005年のアメリカでの初
開催で幕を開けた「RockCorps」は、これまでに世界10ヶ国、約16万人以上が参加、合計60万時間以上のボランティア活動
を創出した、巨大な社会貢献活動のムーブメントになりました。参加者は、4時間のボランティア活動をすると、アーティスト
の音楽イベント“セレブレーション（ライブイベント）”に参加することができ、過去にはレディー・ガガ、リアーナ、マルーン5な
ど世界的に人気のあるアーティストが出演してきました。「RockCorps」はボランティアが、スポーツ、音楽、ファッション、ゲー
ムなどと同様にライフスタイルの一部となり、若者の生活の中で社会貢献活動がより身近な存在になることを目指していま
す。 



日時 2016年9月3日（土） 開場 13:00／開演 14:00 ／終了 18:00 ※予定 

場所 あづま総合体育館（福島県福島市佐原字神事場1番地） 

参加資格 「RockCorps supported by JT」が実施するボランティアイベントに参加した方 

席種 アリーナ1F（立見エリア指定）/ スタンド2F（座席指定） 

出演アーティスト 

海外アーティスト：カーリー・レイ・ジェプセン 

国内アーティスト：ASIAN KUNG-FU GENERATION、HY、Aqua Timez 

※セレブレーションでのアーティスト出演順は未定です。 

■ライブイベント“セレブレーション”について 

「RockCorps supported by JT 2016」の締めくくりとなるライブイベント“セレブレーション”には、海外アーティスト1組、国内ア
ーティスト3組が出演する予定です。出演するアーティストは、公式サイトにて発表いたします。 

■ボランティアイベントについて 

ボランティアイベントは2014年、2015年に引き続き、東北3県（福島県、岩手県、宮城県）と首都圏（東京都、神奈川県）で、
全4,000人が4時間のボランティアに参加できるよう、2016年5月22日（日）～8月31日（水）のおよそ4ヵ月間、23のボランティ
ア団体や自治体の協力のもと、24種のボランティアプログラムを実施いたします。なお、2016年は、6つのボランティア団体
や自治体が新たに加わりました。（2016年4月26日時点） 

ボランティアの内容は、地域産業支援、環境再生、暮らしのサポートの3つのカテゴリにて、多くの人が気軽に参加できる
RockCorps supported by JT 2016 ならではの活動を予定しています。 

募集期間 2016年4月26日（火）～8月31日（水） ※予定 

実施期間 2016年5月22日（日）～9月3日（土）   ※予定 

募集人数 4,000人 ※予定 

参加資格 満20歳以上の方 ※ボランティアイベント参加時点 

実施場所 岩手県・宮城県・福島県・首都圏 ※予定  

活動内容／ 

プロジェクトカテゴリ 

・地域産業支援（農場のお手伝い、事業者マップ作成など） 

・環境再生（海岸清掃、被災した民家の片づけ作業など） 

・暮らしサポート（仮設住宅の生活サポート、被災した写真の洗浄など） 

応募方法 

http://rockcorps.yahoo.co.jp 

公式サイト内よりメンバーサイトにお進みいただき、ご希望のボランティアイベントにお申込
みください。 

※定員に達し次第、各ボランティアイベントの受付を終了いたします。 

現在募集中のボランティアイベントは、2016年5月22日（日）～8月31日（水）まで実施分、全24種のプログラム、4,000名分で
す。その他の期間の申込受付は、順次、公式サイトにて発表いたします。 


