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株式会社ゼスト

Novelbright が 2022 年のツアー開催発表！
ファイナルは日本武道館 2Days!!
大阪発 5 人組ロック・バンド Novelbright（ノーベルブライト）が、2022 年のツアー開催を発表いたしました。

本日 11 月 10 日、Novelbright Vo.竹中雄大が Officail Twitter と Instagram で、コメントを発表。
「今日 11 月 10 日で 26 歳になりました。沢山のお祝いメッセージありがとう。そして、誕生日当日に重大発表。
2022 年 2 月から Novelbright 初の全国ホールワンマンツアー決定
そして遂に念願の...日本武道館ワンマンライブも決定しました。
しかもなんと 2days。26 歳もみんなと一緒に夢を叶えに行きます。」
さらに竹中雄大 Official YouTube では、Novelbright メンバー5 名そろって武道館の前で撮影したメッセージ・ムービーが公開さ
れました。メンバー一同、「武道館はバンドマンの夢」、「大事な登竜門」と喜びを語りつつ、「まずはホールツアーをしっかり回って、ファイ
ナル武道館はとてつもない、えげつない 1 日にしたい。皆さん、お待ちしております!」と呼びかけました。
“Novelbright LIVE tour 2022 Hope Assort tour～「路上ライブから武道館へ」的なよくある目標を実現させちゃうツアー～”
と題されたツアーは 2 月 18 日（金）群馬県 高崎芸術劇場を皮切りに全国 14 都市、15 公演を開催。ツアー・ファイナルは、タイ
トル通り、目標としていた日本武道館で 2 日間の公演を開催いたします。チケット料金、発売日程等詳細につきましては、後日発表
となります。
尚、Novelbright は、11 月 24 日に Major 1st Single となる両 A 面シングル『seeker / ワンルーム』の発売を控えており、さ
らに同日には初の LIVE 映像作品となる大阪城ホールでの LIVE Blu-ray&DVD も同時リリース。来年のツアーにも是非ご期待くだ
さい。

Novelbright LIVE tour 2022 Hope Assort tour
～「路上ライブから武道館へ」的なよくある目標を実現させちゃうツアー～
2022 年 2 月 18 日（金）
2022 年 2 月 25 日（金）
2022 年 3 月 11 日（金）
2022 年 3 月 20 日（日）
2022 年 3 月 21 日（月祝）
2022 年 3 月 23 日（水）

【群馬県】 高崎芸術劇場
【神奈川県】 横須賀芸術劇場
【宮城県】 仙台銀行ホール イズミティ 21 大ホール
【大分県】 J:COM ホルトホール大分 大ホール
【福岡県】 福岡市民会館
【兵庫県】 アクリエひめじ大ホール

2022 年 4 月 3 日（日）
2022 年 4 月 10 日（日）
2022 年 4 月 23 日（土）
2022 年 4 月 25 日（月）
2022 年 5 月 7 日（土）
2022 年 5 月 19 日（木）
2022 年 5 月 21 日（土）
2022 年 6 月 23 日（木）
2022 年 6 月 24 日（金）

【石川県】
【岐阜県】
【愛媛県】
【大阪府】
【北海道】
【愛知県】
【広島県】
【東京都】
【東京都】

金沢市文化ホール
⾧良川国際会議場メインホール
愛媛県県民文化会館メインホール
オリックス劇場
札幌市教育文化会館 大ホール
日本特殊陶業市民会館フォレストホール
広島 JMS アステールプラザ大ホール
日本武道館
日本武道館

特設サイト⇒https://novelbright.jp/feature/2022tour

―リリース情報―
Major 1st Single 『seeker / ワンルーム』
2021 年 11 月 24 日発売
▼ Novelbright 「seeker」先行配信中
https://Novelbright.lnk.to/seeker
初回限定盤 (CD+DVD):UMCK-7148 ￥2,970 (税込)
通常盤 (CD のみ):UMCK-5708 \1,210 (税込)
【CD】※初回限定盤 / 通常盤共通
1. seeker ※日本テレビ系・日曜ドラマ「真犯人フラグ」主題歌
2. ワンルーム
3. Designs of Happiness ※ABC テレビ(関西ローカル) 「ON THE STREET」番組テーマソング
【DVD】※初回限定盤のみ
「新章・開幕宣言」ツアー裏ファイナル ～原点回帰ただいま故郷～
＜収録曲＞
SE.
・Walking with you
・Count on me
・フォーリン・ヴィーナス
・君色ノート
・ハミングバード
・Friends for life
・夜空に舞う鷹のように
・My Savior
・秋桜
・また明日
・ツキミソウ
・ふたつの影
・We are calling you
・さよならインベーダー
・Sunny drop
・青春旗
・Morning Light
・Prologue ～Before the dawn～
・時を刻む詩
・拝啓、親愛なる君へ
-Encore・The Last Hope
・スタートライン

初回限定盤 【CD+LIVE DVD】

通常盤 【CD only】

1st LIVE Blu-ray&DVD
～新章・開幕宣言～ Major 1st Full Album「開幕宣言」Release Tour
『大阪城公園で交わした約束「2 年以内にあっちで会いましょう」を実現するワンマン at 大阪城ホール』
2021 年 11 月 24 日発売
Blu-ray:UMXK-1088 \6,050（税込）
DVD (2 枚組):UMBK-1302 \4,950 (税込）
＜収録曲＞ （Blu-ray は１枚収録、収録内容共通）
[Disc 1]
・El Dorado Tour Final ver.
・開幕宣言
・Sunny drop
・おはようワールド
-MC・君色ノート
・ハミングバード
・Friends for life
-MC・夜空に舞う鷹のように
・あなたを求めただけなのに
・candle
-MC・夢花火
・ツキミソウ
・愛結び
[Disc 2]
・Phantom
・PANDORA
・さよならインベーダー
-MC・ライフスコール
-MC・Walking with you
・青春旗
・Morning Light
・Prologue ～Before the dawn～
・時を刻む詩
-MC・拝啓、親愛なる君へ
-ENCORE・フェアリーテール

【Blu-ray】

【DVD】

―Novelbright PROFILE―

Vo.竹中雄大の心を震わす圧倒的な歌声、一度聴いたら忘れられない確かな
メロディワーク、細部まで練りこまれた楽曲アレンジに定評がある、大阪発 5 人組
ロックバンド。2013 年にオリジナルメンバーで結成し、2019 年 1 月に現体制
に。2020 年 8 月にメジャーデビュー後、各サブスクチャートをにぎわせ続け、「第
62 回日本レコード大賞」新人賞を受賞。2021 年 4 月にメジャー1st アルバム
『開幕宣言』をリリース。
(L→R)
Gt.沖聡次郎／Gt.山田海斗／Vo.竹中雄大／Dr.ねぎ／Ba.圭吾

―LINK―

【Novelbright
【Novelbright
【Novelbright
【Novelbright
【Novelbright

Official Site】 https://novelbright.jp/
YouTube Official Channel】 https://www.youtube.com/Novelbright/
Official Twitter】 https://twitter.com/Novelbright_jp/
Official Instagram】 https://www.instagram.com/novelbright_jp/
Official TikTok】 https://vt.tiktok.com/ZSXedbUc/
本件に関するお問い合わせ
株式会社ゼスト
E-mail info@zest-corp.com

