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最強の地下アイドル、仮面女子が“初”づくしのカレンダーを発表 

 脱いだのは仮面だけじゃない!? 13 日の金曜日には何かが起こる 

 

 

	 インプレスグループで音楽関連の出版事業を手掛ける株式会社リットーミュージック

（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：古森優）は、『楽器と女の子 featuring 仮面

女子』と『仮面女子カレンダー2016』のオリジナル・カレンダー2点を 11 月 13 日の金

曜日に同時発売いたします。店舗限定で封入される初回特典「電子書籍ダウンロードカ

ード」も業界初の試みとして 2015 年の年末に向けてカレンダー商戦を盛り上げます。	 

	 

	 

	 	 

	 

■『楽器と女の子 featuring 仮面女子』	 

	 本邦“初”となる“楽器”と“アイドル”が完全コラボレーションしたカレンダーで

す。総勢 18 名からなる仮面女子のメンバーたちが、時にセクシーに、時にワイルドに、

時にクールに、ギターやベース、ウクレレといったさまざまな楽器を愛でているカット

を多数収録。仮面を脱ぎ全編水着で撮影された貴重な“楽器とアイドル”のコラボレー

ションをご堪能いただけます。	 

	 ギブソン、フェンダー、マーティンといった名器はもちろんのこと、PRS、リッケンバ

ッカー、ゼマイティスといった話題のブランドから、ESP、B.C.	 RICH、DEAN といった彼

女たちの音楽性ともリンクするロック色の強いブランドまで、月替わりでさまざまな楽

器と可愛い女の子たちを楽しめるという、音楽業界も楽器業界もそしてアイドル業界も

大注目の 2016	 年イチオシのカレンダーです。	 



	 同時発売されるカレンダー『仮面女子カレンダー2016』同様に、店舗限定で封入され

るオリジナルの電子書籍が入手できるダウンロードカードも業界“初”の試みとして注

目必至です。	 

	 

□	 発売：2015 年 11 月 13 日（金曜日）	 

□	 定価：2,700 円（本体 2,500 円＋税）	 

□	 仕様：左右 300×天地 300mm	 ／24 ページ	 

□	 カメラマン：魚住誠一	 

ISBN978-4-8456-2636-6／JAN4958537114294	 

	 

＜先着購入特典内容＞	 

＊Amazon.co.jp 先着購入特典：ダウンロードカード TYPE-AJ2	 

＊TOWER	 RECORDS/HMV 先着購入特典：ダウンロードカード TYPE-AG2	 

ほか、各会場販売ごとの限定特典あり	 

＊本編で採用になったカットやアウトテイク写真が電子書籍として入手できるダウンロ

ードカードです	 

	 

	 	 	 	 
	 

詳しくは下記 URL まで。	 

http://www.rittor-music.co.jp/calendar2016/	 
	 

	 

■『仮面女子カレンダー2016』	 

	 シングル「元気種☆」がチャート初登場 1	 位を飾ったことで一気にトップ・アイドル

の仲間入りを果たした“ 強の地下アイドル”仮面女子。2015	 年 11 月 23 日にはさいた



まスーパーアリーナにて単独公演も控えている彼女たちの、ポップでキュートでカラフ

ルなキャラクターが毎月楽しめる 強の壁掛けカレンダーです。	 

	 本作は、数々のグラビア誌や音楽情報誌や写真専門誌で活躍中のカメラマン魚住誠一

が、全メンバーを丁寧に撮り下ろした至高のカレンダーで、中でも日中の秋葉原でゲリ

ラ的に行われた路上撮影は一見の価値あり。仮面女子のホームでもある秋葉原の各所で

撮影された貴重な写真の数々は、“2016 年現在のアキバ”の風景を封じ込めた作品とし

て、記録にも記憶にも残る秀逸作となっております。発売日は 11 月 13 日の金曜日……

ホッケーマスクを被ってパフォーマンスをすることで知られる仮面女子が もパワフル

に暴れまくる日と言っても過言ではない、「13 日の金曜日」です。	 

	 同時発売されるカレンダー『楽器と女の子 featuring 仮面女子』と同様に、店舗限定

で封入されるダウンロードカードも業界“初”の試みとして注目必至です。	 

	 

□	 発売：11 月 13 日（金）	 

□	 定価：2,700 円（本体 2,500 円＋税）	 

□	 仕様：左右 300×天地 300mm	 ／24 ページ	 

□	 カメラマン：魚住誠一	 

ISBN978-4-8456-2635-9／JAN4958537114287	 

	 

＜先着購入特典内容＞	 

＊Amazon.co.jp 先着購入特典：ダウンロードカード TYPE-AG1	 

＊TOWER	 RECORDS/HMV 先着購入特典：ダウンロードカード TYPE-SG1	 

ほか、各会場販売ごとの限定特典あり	 

＊本編で採用になったカットやアウトテイク写真が電子書籍として入手できるダウンロ

ードカードです	 

	 

	 	 	 



詳しくは下記 URL まで。	 

http://www.rittor-music.co.jp/calendar2016/	 

	 

	 

■仮面女子イベント出演情報	 

	 仮面女子が楽器の祭典『Music	 Park2015』（11 月 8 日）に出演することが決定いたし

ました。なお、当日は 11 月 13 日金曜日に発売を迎えるカレンダー2種『楽器と女の子

featuring 仮面女子』、『仮面女子カレンダー2016』の 速先行販売も行います。また、

先行販売購入者特典として、「楽器チェキ会」も開催。Music	 Park ならではのイベント

として、会場を盛り上げます。	 

	 

＜楽器フェア presents	 Music	 Park2015＞	 

開催日時：11 月 7 日（土）11：00～20：00／11 月 8 日（日）11：00～18：00	 

場所：ベルサール渋谷ガーデン・イベントホール	 

住所：〒150-0036	 東京都渋谷区南平台町 16-17	 住友不動産渋谷ガーデンタワー1F・B1	 

入場料：前売り券 1,200 円(1 日間有効)／当日券 1,500 円(1 日間有効)／中高生 500 円

（当日発売のみ、2日間有効）、小学生以下無料	 

＊仮面女子の出演は 11 月 8 日のみとなります。会場への入場には入場券が必要となりま

す。詳しくは、下記 Music	 Park 公式 HP をご覧下さい。	 

http://musicfair.jp/	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

【株式会社リットーミュージック】	 http://www.rittor-music.co.jp/	 

□所在地：〒101-0051	 東京都千代田区神田神保町 1-105	 神保町三井ビルディング	 □設立：1978 年 4 月 10 日	 □資

本金：1 億円	 □決算期：3 月 31 日	 □従業員数：93 名（2013 年 3 月 31 日現在）	 □代表取締役：古森優	 □事業

内容：音楽関連出版事業	 

	 

【インプレスグループ】	 http://impress.jp/	 

株式会社インプレスホールディングス(本社：東京都千代田区、代表取締役：関本彰大、証券コード：東証 1 部 9479)

を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「モバイルサービス」を主要テーマに専

門性の高いコンテンツ＋サービスを提供するメディア事業を展開しています。	 

以上	 

	 

	 

【本件に関するお問合せ先】	 

パブリシティ掲載用の宣材写真を多数取りそろえております。ご希望のメディア様は下記までご一報くだ

さいますよう、よろしくお願い申し上げます。	 

	 

株式会社リットーミュージック	 営業統轄部出版営業部	 宣伝広報	 市原	 

Tel:	 03-6837-4703	 /	 E-mail:	 pr@rittor-music.co.jp	 


