2021 年 12 月 16 日（木）
株式会社ゼスト

「カミングフレーバー 2021 Tour かみふれ！Final～1 年前の私たちへ～」開催！
次回のライブも決定!!
アイドルユニット カミングフレーバーが本日、名古屋ボトムラインにて「カミングフレーバー 2021 Tour かみふれ!Final～1 年前の
私たちへ～」を開催。本日行われた公演は本来 8 月 30 日に行うはずが、新型コロナウイルスの影響により延期されていた。延期し
た分、成⾧を見てほしいと気合の入ったツアーファイナルとなった。

後列左より HINANO、MIYO、MIZUKI
前列左より KIMIE、YU-KI、AIRI、ENA

客席が見守る中、メンバーの声で思いを綴った overture が流れ、MIYO が「約一年間、本当にお待たせしました。今日は全力で
楽しみましょう!」と叫び始まった 1 曲目は、カミングフレーバーが誕生した楽曲「せ～ので言おうぜ!」。ファンと一体になり、盛り上がり
はすでに最高潮に。その後「無意識の色」、「花の香りのシンフォニー」、「ホライズン」と SKE48 の楽曲が 3 曲が続いた。実はこの 4 曲
を選曲したのには理由があり、「初めてボトムラインに立った時と同じセットリストなので成⾧を感じてほしい」と話した。
続いて披露したのは「We are カミフレ!!!!!!!」。この曲は 7 人の自己紹介ソングとなっており、天真爛漫な笑顔を見せた。さらに、
「音の割れたチャイム」、「恋の根拠」とカミングフレーバーの楽曲を披露し、MC では「時間が過ぎるのが早いね」と話したり、配信を観て
くださっている方や、来場したファンとサイリウムを使いコール＆レスポンスをし、声が出せない中、光の海で盛り上がった。
MC 後は「奇跡の流星群」、「君のいない世界」、「おいてけぼり」、「TRUTH」と 4 曲連続でしっとりと歌い上げ、MC では一人ずつフ
ァンの方へ向けて感謝の気持ちを話した。本編ラストは「100 万リットルの涙」で締めくくり、会場は拍手で包まれた。
新衣装に身を包み登場したアンコール 1 曲目は、新曲「カメリア」。かわいらしく元気な印象の強かったカミングフレーバーだが、時が
経ち、かっこよくたくましく頼もしい新しい 7 人の姿があった。最後に披露された曲は、今までのツアーでは 1 曲目に披露されてきた「今
すぐ Kiss Me」。やり切ったと伝わる楽しそうに踊る姿には、結成時から変わらない笑顔があった。パフォーマンス後にカミフレからサイン
入りのパイプ椅子をプレゼントするという企画が行われた後、7 人から 12 月 29 日に発売する 1st シングル「カメリア」を引っさげたライ
ブを開催することが発表された。カミングフレーバーの勢いは止まることなく続いていく。
【MIYO コメント】
カミングフレーバーとしてボトムライン名古屋にまたこうして立てて、それもファンの方が入ってる有観客でできた事が幸せでした。とても嬉
しかったので、このライブを観てくださった全ての皆さんをこれからも私たちが幸せにしたいって思いました!カミフレの快進撃はまだまだ続
きます!

「カミングフレーバー 2021 Tour かみふれ!Final～1 年前の私たちへ～」
2021 年 12 月 16 日（木）開場 17:30 開演 18:30
会場:名古屋ボトムライン

[ Set List ]
-overture1、 せ～ので言おうぜ!
2、 無意識の色
3、 花の香りのシンフォニー
4、 ホライズン
5、 We are カミフレ!!!!!!!
6、 音の割れたチャイム
7、 恋の根拠
8、 奇跡の流星群
9、 君のいない世界
10、 おいてけぼり
11、 TRUTH
12、 100 万リットルの涙
13、 カメリア
14、 今すぐ Kiss Me
＜＜本日解禁情報＞＞

カミングフレーバー LIVE 2022 「カメリア」～Their pride～
【出演】 カミングフレーバー (MIYO、YU-KI、AIRI、HINANO、KIMIE、ENA、MIZUKI)

■東京公演
【日程】2022 年 1 月 24 日（月）開場 17:30/開演 18:30
【会場】新宿 BLAZE
東京都新宿区歌舞伎町 1-21-7 ヒューマックスパビリオン新宿アネックス B2F
■愛知公演
【日程】①2022 年 1 月 26 日（水）開場 17:30/開演 18:30
②2022 年 2 月 26 日（土）開場 17:30/開演 18:30
【会場】名古屋ダイアモンドホール
愛知県名古屋市中区新栄 2-1-9 雲竜フレックスビル西館 5F
【チケット料金】全席指定 ¥4,000(税込)
詳細はカミングフレーバー公式サイト (comingflavor.com)をご確認ください。
【概要】
ミニライブ＋CD お渡し会
※CD お渡し会は、当日のチケットをお持ちの方のみご参加いただけます。
※当日会場 CD 販売ブースにて CD をご購入いただいた方のみご参加いただけます。
※購入枚数の制限はございませんが、状況により制限を設けさせていただく場合がございます。
※お渡し会の詳細につきましては、後日発表させていただきます。
〈会場販売 CD〉「カメリア」 CD【通常盤】￥1,000(税込)
CD お渡し会参加券(ライブ当日のみ有効)付き
【カミングフレーバー Profile】
MIYO （ RED ） 、 YU-KI （ YELLOW ） 、 AIRI （ PURPLE ） 、 HINANO
（BLUE）、KIMIE（BLACK）、ENA（ORANGE）、MIZUKI（LIGHT
BLUE）の 7 人組ユニット。（※（）内はメンバーカラー）
2019 年に結成し、年末にはライブイベント「AYAKARNIVAL 2019」など結成
早々にもかかわらず大型イベントへの参加を果たす。2020 年夏にはオンラインなが
らも数々のアイドルフェスや音楽フェスに出演し、秋冬には単独ライブや主催イベント
なども開催。
2021 年６月に初のミニアルバム『かみふれ!』をリリース。インディーズながらオリコンデイリーチャート初登場２位を記録。そのミニアル
バム『かみふれ!』を携えた初のライブツアー「カミングフレーバー 2021Tour かみふれ!」は、全公演 SOLDOUT。
日本武道館で開催された「AYAKARNIVAL 2021」で初披露した新曲「カメリア」は 12 月 29 日に待望の 1st シングルとして発
売決定!

★カミングフレーバー「カメリア」 Music Video
⇒https://youtu.be/58xm8rFr6qY
＜＜リリース情報＞＞
★カミングフレーバー『カメリア』
2021 年 12 月 29 日（水）リリース
《通常版》

《通常版》

品番:ZEST-0010 価格:￥１,000＋税
特典:生写真(ランダム７種)・直筆メッセージカード(ランダム７種)付き
※「直筆メッセージ」＆「生写真」はそれぞれメンバーランダム 7 種となり、
1 枚のご購入につき「直筆メッセージ」ランダムで 1 枚、「生写真」ランダムで 1 枚のお渡しになります

【収録楽曲】
M1:カメリア
M2: Meet a Girls Cute!（通常盤のみ収録）

※SKE48 オフィシャルオンラインショップ（https://www.ske48.co.jp/goods/）、
全国のローソン店舗端末 Loppi、HMV 店舗、
HMV&BOOKS online（https://www.hmv.co.jp/news/article/2111151020/）
にて販売

《＠Loppi・HMV 限定盤》

品番:品番:ZEST-0011
価格:￥1,454＋税
特典:イベント参加券（名古屋・東京にて実施）
【収録楽曲】
M1:カメリア
M2:ヒトリゴト（＠Loppi、HMV 限定盤のみ収録）
※全国のローソン店舗端末 Loppi、HMV 店舗、
HMV&BOOKS online（https://www.hmv.co.jp/news/article/2111151020/）
のみで販売
★イベント内容:メンバーからのお渡し会

【イベント開催日】
2022 年 1 月 15 日（土）11:00～
会場:HMV 栄
2022 年 1 月 22 日（土）11:00～
会場:HMV 栄
2022 年 2 月 5 日（土）11:00～
会場:HMV&BOOKS SHIBUYA
2022 年 2 月 6 日（日）11:00～
会場:HMV&BOOKS SHIBUYA
※詳細はカミングフレーバーOFFICIAL HP をご確認ください⇒ http://comingflavor.com/

■カミングフレーバーOFFICIAL
HP http://comingflavor.com/
Twitter https://twitter.com/c_flavor2019724
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCHRB4Gxa3g-L_hCK8Rdv-hQ
※ハッシュタグ ＃カミフレ ＃カミングフレーバー
※略称:カミフレ
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

《＠Loppi・HMV 限定盤》

