
 

 

 

 

 
MASAHARU、TATSUKI、MARK、REIJI、Swan.J(JUDAI)から成る 2013 年結成の 5 人組ダンスアンドボーカルグループ

“FlowBack”(ヨミ:フロウバック)が、2020 年 10 月 1 日に株式会社ゼスト（本社:東京都港区 代表取締役社⾧ 赤塚善
洋）へ移籍したことを発表いたしました。 
 

作詞作曲・コレオグラフ・スタイリング・デザイン・RAP と、メンバー5 人がそれぞれグループ内での役割を持ち、結成当初よりセルフプ
ロデュースをコンセプトにしている本グループ。同時に公表されたアーティストヴィジュアルも今までにはない仕上がりとなっています。 

グループ名はリーダーの TATSUKI が名付けたもの。「FlowBack」=「逆流」をテーマに、彼らを支えているファン一滴一滴の雫がや
がて大きな流れとなり、「Made in FlowBack」を強みとしてさらに進化し、その才能を開花させていきます。 

新天地でどのようなアーティスト表現をしていくのか、今後の活動にご期待ください。 
 

また、本日 20:00～FlowBack メンバーによる LINE LIVE での生配信が行われ、11 月 28 日(土)に FlowBack 結成 7 周
年記念のライブ「SHOUT IT!!!～FlowBack 7th Anniversary～」を開催することが発表されました。本公演は配信限定で行わ
れ、通常のワンマンライブとはまた違う魅力あふれるライブとなりそうです。明日 10 月 2 日(金)10 時からは FlowBack 公式ファンク
ラブ「FBFLOOR」会員限定のスペシャルチケットが販売開始に。メンバーREIJI が全商品のデザインを手がけた今回のライブのオリジ
ナルグッズが多数付く他、ライブ終演後のアフターパーティ配信も視聴参加券も含まれています。是非ご注目ください。 
 
【メンバーコメント】 
いつも FlowBack を応援してくださりありがとうございます。 
 
FlowBack を結成して約７年間いろんなことがありました。 
たくさんのことを経験し、学んできました。 
そしてたくさんの想いを受けました。 
その想いをパワーに 
ここから改めて 
5 人が 5 人と向き合い 
 
より深く、より濃く 
FlowBack という作品を 
発信していきます。 
 
5 人で力を合わせ 
逆流します。 
 
 
FlowBack 
 
 
【FlowBack プロフィール】 
2013 年結成。MASAHARU、TATSUKI、MARK、REIJI、Swan.J(JUDAI)からなる 5 人組ダンス＆ボーカルグループ。 
2014 年開催の国内最大規模オーディション「LINE オーディション」応募者 125,094 組の中からファイナリスト 8 組に選出され注
目を集める。結成当初より 5 人全員によるセルフプロデュースを主軸に活動し、その高いパフォーマンス能力を武器に赤坂 BLITZ や
ZEPP TOKYO などのライブ会場を経て着実にファンを増やす。「Made in FlowBack」を標榜として、今後クリエイティブされる作品
に期待が高まっている。 
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5 人組ダンスアンドボーカルグループ“FlowBack”がゼストへ移籍! 
結成 7 周年記念ライブ開催も発表!! 



 
■SHOUT IT!!!～FlowBack 7th Anniversary～ 
2020 年 11 月 28 日(土) 
FlowBack 結成 7 周年を記念してオンラインライブの開催決定! 
「FBFLOOR メンバー」限定で、今回のライブのオリジナルグッズとアフターパーティ視聴参加券がセットになったスペシャルセットをご用意
いたしました。グッズ全商品のデザインは FlowBack メンバーの REIJI が完全プロデュース!デザインは販売サイトをご覧ください。 

※本公演はオンラインでの配信ライブとなります。 
＜ライブ配信＞20:00～ 
＜ライブアフターパーティ配信＞ライブ本編配信後より配信 
※ライブアフターパーティ配信は、ファンクラブメンバー限定チケットご購入の方は全員ご覧いただけます。 

 
【配信ライブチケット】 
●商品名:SHOUT IT!!!～FlowBack 7th Anniversary～FBFLOOR メンバー限定スペシャルセット 

価格:10,000 円（税込） 
販売期間:2020/10/2(金) 10:00～2020/10/9(金) 23:59 
＜商品内容＞ 
①配信視聴チケット（ライブ本編）【シリアルコード】 
②FBF 限定アフターパーティ試聴参加券 
③7 周年オリジナルデザイン T シャツ（白黒 2 色:M/L/XL 3 サイズからお選びいただけます） 
④7 周年オリジナルデザインタオル 
⑤7 周年オリジナルデザイン直筆サイン入りチケット 
FBFLOOR 会員限定スペシャルセット販売⇒ https://fc.flowback05.com/ 
※購入にはファンクラブへのご入会が必要となります。 

 
●商品名:SHOUT IT!!!～FlowBack 7th Anniversary～7 周年オリジナルデザイン T シャツ付きライブ配信鑑賞チケット 

価格:6,000 円（税込） 
販売期間:2020/10/12(月) 10:00～2020/10/19(月) 23:59 
<商品内容> 
①配信視聴チケット（ライブ本編）【シリアルコード】 
②7 周年オリジナルデザイン T シャツ（白黒 2 色:M/L/XL 3 サイズからお選びいただけます） 
販売サイト⇒mu-mo Shop 

  (https://shop.mu-mo.net/avx/sv/list1?merc_no=FLBAK-A000003,FLBAK-A000004&jsiteid=mumo) 
※上記 URL は、10 月 12 日表示・販売開始ですので本日時点でアクセスしても商品はございません。 

 
●商品名:SHOUT IT!!!～FlowBack 7th Anniversary～ライブ配信鑑賞チケット 

価格:3,000 円（税込） 
販売期間:2020/10/12(月) 10:00～2020/11/28(土) 20:59 
販売サイト⇒mu-mo LIVE 
(https://live-on.mu-mo.net/live/) 
※上記 URL は、10 月 12 日表示・販売開始ですので本日時点でアクセスしても商品はございません。 

 
【各お問い合せ】 
●チケットに関する問い合わせ 
mu-mo ショップカスタマーサポート 
https://shop.mu-mo.net/q/ 
 
●配信に関する問い合わせ 
mu-mo LIVE カスタマーサポート 
https://live-on.mu-mo.net/live/contact 
 
 
 
 
 
 



【今後のスケジュール】 
■2020 年 10 月 3 日(土) 22:00-24:00 OA 
TBS ラジオ「TALK ABOUT」ゲスト出演 
※REIJI のみの出演となります。 
 
■2020 年 11 月 7 日(土)  開場:14:30 / 開演:15:00 
e-radio presents“SHIGA NOW”2020 
※無観客有料配信になります。 
出演: MC 小林豊(BOYS AND MEN)、IVVY、AMEZARI-RED STARS-、BATTLE BOYS 全国 G 選抜(小原滉平/紀田
直哉/咲太朗/笹原遼雅/弓木大和)、BATTLE BOYS 大阪選抜(小原滉平 /紀田直哉/弓木大和/大西翼/岡本侑樹/祐楽/
遥聖)、B2takes!!、THE BEAT GARDEN、FlowBack 
チケット(イープラス)⇒ https://eplus.jp/sf/detail/1985450002 
＜お問い合わせ＞ 
公演について YUMEBANCHI TEL:06-6341-3525（平日 11:00-19:00） 
チケット購入について CN プレイガイド TEL:0570-08-9999（10:00-18:00 年中無休） 
 
【FlowBack 公式サイト】 
オフィシャルサイト: http://www.flowback05.com/ 
ツイッター: https://twitter.com/flowback05?s=21 
インスタグラム: https://instagram.com/flowback_insta?igshid=133jdzy60j3tq 
フェイスブック: https://www.facebook.com/FlowBack05/ 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUo_mAJVYjesW_hmZ8vtDRQ 
 
【FlowBack オフィシャルファンクラブ】 
FBFLOOR : https://fc.flowback05.com/ 
 
 

 

株式会社ゼスト 
E-mail  info@zest-corp.com  

本件に関するお問い合わせ 


