
 

  
1/5 

2007年 4月13日 

＜報道関係各位＞                                 株式会社エフエム東京 

                                     コスモ石油株式会社 

  

 
 

2007・4・22開催 

“大塚 愛”の追加出演が決定！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＴＯＫＹＯ ＦＭ をはじめとするＪＦＮ（全国ＦＭ放送協議会加盟 38 局）と、コスモ石油株式会社が、毎年パートナー

シップを結んで開催している「アースデー・コンサート」。 

今年のアースデー・コンサートは、未来を担う若い世代に向けて、＜Message to the Blue Planet＞をコンセプトに

実施いたします。 

 
TOKYO FMをはじめとするJFN（全国ＦＭ放送協議会加盟38局）と、コスモ石油株式会社は、パートナーシップを

組んで、地球環境の保護と保全を全世界に呼びかけていく活動「コスモ アースコンシャス アクト」を展開してい

ます。1990 年の活動スタートより、毎年 4 月 22 日の「アースデー」に、音楽を通して「アースコンシャス～地球

を愛し、感じるこころ」を世界の若者にむけてメッセージする「アースデー・コンサート」を年間最大のイベント

として実施しています。例年「アースコンシャス」の趣旨に賛同した内外のアーティストたちの地球への愛を歌い

上げる一夜かぎりのライブが話題を集めて来ました。 

 

今年で 18 回目となる本年度のライブには、既に決定していた『m-flo』、『RAG FAIR』、『加藤ミリヤ』、『mink』に加

え、リリースされたばかりの初のベストアルバム「       」も絶好調で、昨年は映画「東京フレンズ The 

Movie」で女優としても銀幕デビューし、音楽はもちろんのこと、今いちばん輝いていて、愛されているシンガーソ

ングライター『大塚 愛』の追加出演が決定いたしました。

 

21世紀になり7年が経ち、人々の地球環境に対する意識、行動も大きく変わりました。特に、これからの地球で

暮らし、地球の未来を担う若い世代の意識・行動が大きく変革しています。 

そして、宇宙旅行が手に届く時代が近づいている現在、宇宙から見た「青い地球」が美しいままであり続けて欲

しいと誰もが願い、その「青い地球」の未来を考えたとき、「今、僕たちが何をするべきか」ということは、若者た

ちにとってこそ切実な問題です。 

 

2007年の「アースデー・コンサート」は、環境意識が強く、若者に等身大でコミュニケーション出来る5組のア

ーティストたちの出演により、＜Message to the Blue Planet＞のコンセプトの下、未来を担う若い世代に向けて

「青い地球」の未来の為に「今、出来ること」をメッセージしていきます。 

 

 

 

 

（TOKYO FM HP ： http://www.tfm.co.jp/earth/  コスモ石油HP：http://www.cosmo-oil.co.jp） 

http://www.tfm.co.jp/earth/
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【コスモ アースコンシャス アクト アースデー・コンサート 実施概要】 
■名称  ：コスモ アースコンシャス アクト アースデー・コンサート 

■実施日  ：2007年 4月22日(日) 

■会場  ：日本武道館 

■実施時間：16:30開場/17:30開演 

■料金  ：指定席5,250円(税込)  

■チケット：3月25日(日) 一般発売開始 

■出演  ：m-flo、RAG FAIR、加藤ミリヤ、mink、大塚 愛 

■主催  ：TOKYO FM／JFN 
■特別協賛：コスモ石油 
■企画制作：TOKYO FM／エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ 

■運営  ：キョードー東京 
■協力  ：エイベックス・エンタテインメント／トイズファクトリー／ソニー・ミュージックレコーズ／ 

JAXA  宇宙航空研究開発機構／毎日新聞社／ケニア大使館 

■問合わせ：TOKYO FM エンタテイメント事業部  03-3221-0080(一般のお客様からの問い合わせ先) 
      キョードー東京 03-3498-9999（チケットに関する問い合わせ先） 
■放送概要 :ラジオ特別番組の中継放送を実施 

 放送日時  2007年 4月22日(日)18:00～20:00(予定) 

 JFN加盟全国民放FM38局で生放送 及び 世界各地へ中継予定 

    ※生中継番組のため、放送についてはコンサートの一部となります。 

■ＨＰ  ：TOKYO FM   HP：http://www.tfm.co.jp/earth/ コスモ石油 HP：http://www.cosmo-oil.co.jp
 
※本コンサートの名称記載に際しましては、必ず「コスモ アースコンシャス アクト アースデー・コンサート」
という正式名称を記載いただきますよう、お願い申し上げます。 

 

◎m-flo プロフィール 

☆Taku と VERBAL、2 人からなるプロデュースユニット。98 年、LISA をヴォーカルに m-flo としてスタート。99 年、メ

ジャーデビュー。１st シングルはオリコン初登場 9 位、2000 年リリースの 1st アルバムはオリコン 6 位。また、m-flo と

並行して他アーティストへの楽曲提供、コラボレーションなどの活動も展開。02 年に LISA が脱退。03 年から、曲ごと

に違うアーティストとコラボする斬新なスタイルで再始動。Crystal Kay、CHEMISTRY 、BoA、坂本龍一等の豪華ア

ーティストとコラボした 3rd アルバム『ASTROMANTIC』を 04 年にリリース、オリコン初登場 2 位、50 万枚超のセール

スを記録。05年8 月、"Loves"シリーズ第2 章の集大成・4th アルバム『BEAT SPACE NINE』をリリース。10代の Emyli、

加藤ミリヤから、大ベテラン和田アキ子、オリジナルメンバーLISA など、年齢・ジャンル等を飛び越えた"Loves"で、

オリコン初登場１位。そのアルバムを引っ提げた全国ツアーは大盛況。またリミックスアルバム『DOPE SPACE NINE』

もリリース。KREVA やマボロシ等々、錚々たる Remixer 陣による楽曲は、REPRODUCE された新曲と言っても過言で

はない。05年、NHK紅白歌合戦に和田アキ子と出演。06年1月、DVD付『BEAT SPACE NINE-special edition-』を、

2 月、ライヴ DVD「m-flo TOUR 2005 BEAT SPACE NINE at 日本武道館」をリリース、オリコン初登場 3 位。06 年は 6

月にシングル「Summer Time Love / m-flo loves 日之内絵美＆Ryohei」、7 月には m-flo がプロデュースやフィーチャ

リングなどで参加した “ソトシゴト”集『m-flo inside-WORKS BEST 2-』をリリース。様々なフェスティバルにも出演。そ

して 2007 年の 3 月 28 日には待望のニューアルバム『COSMICOLOR』をリリースする。Crystal Kay、安室奈美恵、倖

田來未、Chara などなど、今回もまた超豪華な Loves アーティストを迎え、Loves シリーズ最終章にして最高傑作の仕

上がり。6 月にはそのアルバムを引っ提げ全国ツアーを実施。ツアーファイナルの 7 月 21 日には、横浜アリーナで

巨大パーティを開催する。 

 
◎RAG FAIR プロフィール 

1999 年関東の大学のアカペラサークルのメンバーを中心に結成、フジテレビ系「力の限りゴーゴゴー！！」の人気コ

ーナー「ハモネプ」にゲスト出演、一躍人気者となる。2001 年 12 月メジャーデビュー。2002 年 6 月には『恋のマイレ

ージ』『She サイドストーリー』同時発売し、1・2 位独占。同年、NHK 紅白歌合戦に出場。2005 年 12 月には、6 人のア

カペラのみの武道館公演を行った。調和のとれた絶妙なハーモニーと独自のパフォーマンスとトークは楽しい！プ
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ラス感動的な世界観として定評があり、各方面から絶賛。ライブのリピーターも多く、ローティーンからミドルエイジま

で幅広い客層が足を運んでいる。従来のアカペラのイメージとは一線を画したオリジナルな「アカペラエンターテイ

ンメント」を作り出している。4 月 18 日には、シングル「夏風便り/ココロ予報」、昨年からの全国ホールツアーの最 

終公演 NHK ホールを収録したライブ DVD「RAG FAIR TOUR“オクリモノ”」の同時リリースが決定している。 

【メンバーコメント】 

「エコを楽しもう！」エコは誰もが参加したいと思ってるし、気持ちのどこかにあると思う。それをいかに楽しめる

か！なんです！ 

ちなみメンバーの愛車はハイブリッドカーまたは軽自動車。エコ関連のイベントでは、これまで、「Lingkaran web」（土

屋礼央）、「愛・地球博 ラブリバーコンサート」などに参加。 

 

◎加藤ミリヤ プロフィール 

18 歳のシンガーソングライター。14 歳から作詞・作曲を始め、2004 年に「Never let go/夜空」でデビュー。リアルな女

子高生の心情を綴った「ディア ロンリーガール」でスマッシュヒットを記録すると、UA の「情熱」を大胆サンプリングし

た「ジョウネツ」、1st ALBUM「Rose」を立て続けにリリース。「Rose」はオリコン初登場 2 位を記録。2006 年にはミリヤな

らではの等身大リリックが話題を呼んだ、「ソツギョウ」「Last Summer」そして、初の映画主題歌「I WILL」リリース。2007

年、映画「バブルへ GO!! タイムマシンはドラム式」の主題歌「Eyes on you」を 2 月 7 日にリリース。c/w には Tanto 

Metro & Devonteの「Everyone Falls In Love」をサンプリングした「このままずっと朝まで」を収録し、先行限定アナログ

が即日完売した。3 月 7 日には、「ソツギョウ」から「Eyes on you」までの４シングルを含む、待望の 2nd ALBUM

「Diamond Princess」を発売！5 月からの、初の全国ワンマンツアーも決定し、更なる飛躍が期待される。 

 

◎ｍｉｎｋ プロフィール 

2005 年デビュー。卓抜な歌唱力でノラ・ジョーンズ、マライア・キャリーのカバーもこなす実力派シンガー。モンゴル

建国 800 年記念映画「蒼き狼～地果て海尽きるまで」（3/3 公開）の主題歌に抜擢。最新アルバム「Shalom」をリリース

（2/28）。地球に優しい自然志向の「THE BODY SHOP」とのコラボレーションなど環境への関心も深い。動物愛護、

世界平和の精神を強く持ち、その心は歌にもあふれている。 

 

◎大塚 愛 プロフィール 

1982 年9 月9 日生まれ。大阪府出身。自ら作詞・作曲・編曲までを手掛けるシンガーソングライター。15 歳から作詞･

作曲を始め、自ら制作したデモテープをレコード会社に送り、2003年9月10日にシングル｢桃ノ花ビラ｣でメジャーデ

ビュー。同年 12 月 17 日にリリースした 2nd シングル｢さくらんぼ｣が 70 万枚を超える大ヒットを記録し、一気にブレイ

ク！ その後は2004年3月31日に1stアルバム『LOVE PUNCH』、同年11月17日には2ndアルバム『LOVE JAM』

をリリースし、各タイトルとも 80 万枚以上のセールスを記録。2005 年 12 月 14 日にリリースした 3rd アルバム『LOVE 

COOK』が 100 万枚のセールスを超え、ミリオン・アーティストの仲間入りを果たす。2006 年に入ってもその勢いは留

まることを知らず、映画『東京フレンズ The Movie』で女優として銀幕デビューを飾るなど、音楽という枠に留まらず、

新たな活躍の場を広げていっています。そして 2007 年、第 1 弾シングル「CHU-LIP」では、自身初となるダンスにも

挑戦し大ヒット中！また 3 月 28 日には、これまた自身初となるベストアルバム『             』のリリースも決定 !!

独特の世界観とキュートなキャラが受ける唯一無二の存在、今最も愛されるシンガーソングライター、それが大塚 愛

です。 
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参考資料：「コスモ アースコンシャス アクト」に関して 

 

◎コスモ アースコンシャス アクト 

このコンサートをメインイベントとする「コスモ アースコンシャス アクト」は、コスモ石油とＴＯＫＹＯ ＦＭをはじめＪＦＮ３８

局が、年間を通じて展開する一連の地球環境保全をメッセージする活動の総称。イベント、ラジオ番組、インターネットな

どを通じて、私たちひとりひとりが地球のためにいまできることから行動を起こそう、という呼びかけを行っています。 

 

◎アースコンシャスとは 

アースコンシャスは造語です。“はたして地球はいつまで人間の棲息を保証してくれるのか”そうした問題意識から誕生し

た国際的団体ローマ・クラブはマサチューセッツ工科大学にいち早く地球環境問題の研究を委嘱しました。その成果で

あるレポートをとりまとめた書「成長の限界」はすでに１９７２年に“我々人類があらゆる分野で幾何級数的成長を遂げたと

き、世界的協力がなければ問題は驚くべき程度にまで深刻化し、自ら制御能力を超えてしまう”と警鐘を鳴らしています。 

ＴＯＫＹＯ ＦＭは１９９０年メディアとしてこの問題に取り組むべく、活動にのり出しました。その時「母なる地球」への想い

を込めて造った言葉がアースコンシャスです。 

 

◎アースデーとは 

アースデーは、“地球環境の問題を、私たちの身の周りのこととして考えていこう”という市民レベルの活動としてアメリカ

でスタートしました。１９７０年、Ｇ・ネルソン上院議員が４月２２日を“アースデー”と宣言し、当時アメリカの市民運動の指

導者であったデニス・ヘイズ氏がこの概念を具現化する行動をアメリカ全土に呼びかけて、一大ムーブメントとなりました。

現在では、世界約１４０カ国で約２億人の人たちが行動を起こすほどの広がりをみせています。 

 

 

◎アースデー・コンサート  過去の出演アーティスト 

渡辺貞夫、ジェイムス・テイラー、リー・リトナーらブラジル・プロジェクト（９０年）、坂本龍一とユッスー・ン・ドゥール（９１年）、

久保田利伸とキャロン・ウィーラー（９２年）、ＴＯＳＨＩとジャニス・イアン（９３年）、サンタナとオルケスタ・デ・ラ・ルス（９４年）、

ユーログルーブ・小室哲哉とアース・ウィンド＆ファイアー（９５年）、ドゥービー・ブラザーズと玉置浩二（９６年）、エターナ

ルとＭＡＸ（９７年）、ダリル・ホール＆ジョン・オーツとシング・ライク・トーキング（９８年）、ドリームズ・カム・トゥルー（９９年）、

杏子・山崎まさよし・スガシカオ・ＣＯＩＬ（００年）、１９・ｈｉｔｏｍｉ・忌野清志郎（０１年）、ＣＨＡＧＥ＆ＡＳＫＡ、ＢｏＡ、倖田來未、

ＩＮＳＰｉ、山崎まさよし（０２年）、忌野清志郎、佐野元春、及川光博、夏川りみ（０３年）、今井美樹、大貫妙子、小坂忠、佐

野元春、高野寛、チェン･ミン、ＣＨＡＲＡ、ｂｉｒｄ、ハナレグミ、松任谷由実、森山良子、矢野顕子（０４年）、宮沢 和史 with 

Catia, Diana Arbenina, Tomek Makowiecki、東京スカパラダイスオーケストラ、一青窈（０５年）、倉木麻衣（０６年） 

 

「コスモ アースコンシャス アクト」の主な活動 

 

◎ラジオレギュラー番組 コスモ アースコンシャス アクト ずっと地球で暮らそう。 

石川實がパーソナリティを務める「SKY」内で環境番組「ずっと地球で暮らそう。」を放送中です。 

毎朝 ＪＦＮ３８局のレポーターが生中継で自然環境に関する話題などのアースコンシャスなトピックスをお届けする番組

です。番組の最後には地元の特産品をプレゼントしています。 

・放送日時：毎週 月曜～金曜 6:40～6:45（ＪＦＮ38 局ネット）  

・パーソナリティー：石川實、ＪＦＮ各局レポーター 

また、２００７年１月より、ポッドキャストとストリーミング配信で番組をそのまま無料にて配信しています。

（http://reco.jfn.co.jp/podcasts/tokyo/earth/） 
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◎クリーン・キャンペーン 

コスモ石油と JFN 全局では、２００１年度より、全国の山、川、海、湖、公園を舞台に、自然と親しみながら清掃活動を行う

｢クリーン・キャンペーン｣を行ってきました。これまでの期間、242 ヶ所で清掃活動を行い、91,619 人の方々にご参加いた

だき、1,833,772 リットルを超えるゴミを回収するという成果を上げております。各局の番組パーソナリティーも参加し、FM

リスナーやボランティアとともに清掃活動をおこない、エコ・トークやアーティストによる生ライブ、スポーツイベントなど各

放送局の創意工夫により地域に根ざした活動として展開してきており、200７年度も引き続き全国で展開予定です。 

 

◎野口健 講演会 

アルピニスト野口健さんを迎え、エベレストや富士山の「ゴミ」に象徴されるような環境問題を一緒に考える場として、全国

で講演会を実施しています。2000 年より 4 年計画で毎年実施したエベレスト清掃登山や、現在取り組んでいる環境教育

など、野口健さんが熱く語ります。 

 

◎ホームページ 

ホームページでは、コンサートをはじめ本活動の最新情報を紹介し、年間を通じて地球環境保全への積極的な参

加を呼びかけています。 
TOKYO FM  HP ： http://www.tfm.co.jp/earth/    コスモ石油 HP ： http://www.cosmo-oil.co.jp/

 

http://www.tfm.co.jp/earth/
http://www.cosmo-oil.co.jp/

