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2013年 5月 20日 / ビィズ・クロコ株式会社 

 
ビィズ・クロコ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：橋本隆介）は、視聴者 17 万人
を超す、アジアを中心とする実力派ミュージシャンを毎月紹介しているインターネット放

送音楽番組「Sound States（サウンドステイツ）」 の初となる国内ライブツアー『SUMMER 
BREEZE TOUR 2013（サマーブリーズツアー2013）』のプロモーション映像をツアー公
式サイト（http://www.bizgroup.co.jp/summerbreeze2013/）に公開しました。 

※参考画像：プロモーション映像のスクリーンショット 

 
さらに、2013年 6月 25日の追加公演が決定！台湾から来日したフリーシンガーYing-ying Shih
（シ インイン）の帰国送別会イベントとして開催されます。（詳細は後日ツアー公式サイト上で発表） 

視聴者 17 万人を超す、インターネット放送音楽番組「Sound States」が国内ライブツアーを実施！  

SUMMER BREEZE TOUR 2013 
2013 年 6 月 20 日〜6 月 25 日  /  東京・福岡・京都・大阪・横浜・東京  
ツアープロモーション映像を公開！  6 月 25 日追加公演決定！  

名	 	 	 称：SUMMER BREEZE TOUR 2013（サマーブリーズツアー2013）  
日	 	 	 付：2013 年 6 月 20 日（木）〜2013 年 6 月 25 日（火）  
場	 	 	 所：東京（STB 139 スイートベイジル）・福岡（Gate’s7）・京都（Room335）・  

	 	 	 	 	 	 大阪（大阪 ATC ハーバーアトリウム）・横浜（四五六菜館  別館 5 階）・  
	 	 	 	 	 	 東京（詳細は後日発表）  
主	 	 	 催：ビィズ・クロコ株式会社  

企画・制作：Coco-de-sica.TV − Sound States 
協	 	 	 力：USTREAM STUDIO＋  AOYAMA TOKYO 1st 
販	 	 	 売：「SUMMER BREEZE TOUR 2013」事務局  

チケット	 ：ローソンチケット、チケットぴあ  ※他、ツアー事務局・各ライブ会場 WEB サイト等で販売  

公式サイト：http://www.bizgroup.co.jp/summerbreeze2013/ 
お問合わせ：「SUMMER BREEZE TOUR 2013」事務局（TEL：03−3479−7321）  

 

※ツアー公式ロゴ 
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「Sound States」の番組映像を配信している USTREAM（合計視聴数：78,968）と You Tube
（合計再生回数：91,572）の延べ視聴者数は、170,540 人に達しています（2013年 5月 20
日現在）。また、 2013 年 5 月 11 日には、「 Sound States」公式 facebook ページ
（https://www.facebook.com/SoundStates）の、いいね！数が 3,333 を記録（2013 年 5 月 20 日
現在 3,888 いいね！）。特に本ツアーで台湾から特別来日をする今注目の美人シンガー Ying-ying 
Shihの故郷である台湾のファンが急増。今回の Ying-ying Shih 初となる日本ツアーに注目が
集まっています。 
 
 
SUMMER BREEZE TOUR2013	 メインビジュアル 
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出演アーティストプロフィール 
■	 Ying-ying Shih（シ  インイン：全日程出演）  
「日々の癒しを求めるあなたが…世界で最も聞きたい優しい歌声」	 

台湾大学外国文学部、ハーバード大学教育大学院を卒業。日本慶応義塾大学にも留学の経験があり、母国語

の北京語、台湾語に加え、英語、日本語も堪能である。2008 年から台湾人気歌手王力宏（ワン・リーホン）

のワールドツアーコンサート「Music	 Man」、「Music	 Man	 2：火力全開」のバックコーラスとしてレギュラ

ーを務める。2009 年 4 月初アルバム「有人在替你祈禱」をリリース。第 21 回伝統類金曲獎ベストボーカル

賞にノミネート、同年 11 月クリスマスアルバム「平安夜」と「聽見史茵茵」二枚組の CD アルバムをリリー

ス。そして、ミュージカル「四月望雨」にて「愛愛」を演じ、その歌声と演技力にも評価が集まる。また、

台中ジャズフェスティバルにも招待されるなどジャズアーティストとしての知名度も高まる。2010年には、

兩廳院サマージャズパーティー特別招待アーティストとして出演。また、この年は台湾各地の他、香港、マ

レーシア及びシンガポールにて個人名義のライブツアーを行い、好評を得る。2011 年 11 月シングル「送給

阿嬤的歌」をリリース、2011 年からは再びミュージカルに挑戦。「 後十四堂星期二的課」や映画「翻滾

吧，阿信」にて挿入歌を歌う。	 

※「Sound	 States	 vol.18」出演（http://www.coco-de-sica.tv/ent/201303032100.html）	 

	 

■	 宮浦	 清	 （6/20 東京公演	 ゲスト出演）	 

1976 年から 1982 年まで約 5 年間アメリカ、ボストンに滞在。バークリー音楽大学では自己の 25 人編成バ

ンド Tycoon	 Jazz	 Orchestra でコンサート活動。ブランフォード・マルサリス、スミティ・スミス、日向敏

文、日向大介、角田健一などが参加。TAIKUN という自己のグループで KBLX のコンテストに準優勝。代表作

はルパン三世「風魔一族の陰謀」サントラ、J-WAVE 番組テーマ曲「AFTER	 THE	 RAIN」。2001 年より体内エ

ネルギーシステムとしての呼吸機能の音楽を使った改善を研究。音楽の特性を健康増進に活用する呼吸法を

基本としたエクササイズメソッド「Body	 Rhythm」を体系化。	 

※「Sound	 States	 vol.7」出演（http://www.coco-de-sica.tv/ent/201204042100.html）	 

	 

■	 古澤	 剛	 （6/21 福岡公演ゲスト出演）	 

15 歳でギターを始め、	 高校生の時に参加したバンドコンテストでグランプリを受賞したのをきっかけに人

生を音楽に捧げる事を決意。5 年間の福岡での生活を経て、2010 年 5 月東京に上京し活動、2012 年 3 月 23

日,24 日に行われた自身初の原宿アストロホールワンマンライブ２days では、500 人を動員、You	 Tube チャ

ンネル登録者は 3700 人に達し、総動画再生回数は 500 万回を越える。	 

※「Sound	 States	 vol.15」出演（http://www.coco-de-sica.tv/ent/201212122100.html）	 

	 

■	 The	 YAM	 Project（ザ	 ヤム	 プロジェクト：全日程出演）	 

インインが、兼ねてからの友人であった Alen、Mountain と共に起ち上げた、創作とバラエティに富んだ新

しい音楽へ挑戦するバンド。今回は、ベース、ハーモニカ、アレンジャーであり台湾国内でトップミュージ

シャンとして活躍する	 Toshi をサポートに加え、ヴィオラの	 Chiee	 に、ムーンギターの	 Chih-Ling	 を加

えますます独創的なサウンドが紡ぎ出す。	 

※「Sound	 States	 vol.11」出演（http://www.coco-de-sica.tv/ent/201208082100.html）	 



Press Release  
	 

ツアースケジュール	 

●	 6 月 20 日（東京公演）–	 ゲスト：宮浦	 清	 

・	 会場：STB139	 スイートベイジル	 

・	 場所：106-0032	 東京都港区六本木 6-7-11（TEL：03-5474-0139）	 

・	 開場/開演：開場 18：00	 開演 19：30	 

・	 料金：6,000 円	 

・	 チケット予約：ローソンチケット、STB 公式 WEB サイト、ツアー公式 WEB サイト	 

	 

●	 6 月 21 日（福岡公演）–	 ゲスト：古澤	 剛	 

・	 会場：Gate’s７	 
・	 場所：810-0801 福岡県福岡市博多区中洲 3-7-24（TEL：092-283-0577）	 

・	 開場/開演：開場 18：00	 開演 19：00	 

・	 料金：前売 3,000 円	 当日 3,500 円	 

・	 チケット予約：チケットぴあ、Gate’s７ 公式 WEB サイト、ツアー公式 WEB サイト	 
	 

●	 6 月 22 日（京都公演）	 

・	 会場：Room335	 

・	 場所：604-8017	 京都府京都市中京区材木町 178-3 日高ビル 3F（TEL：075-211-7713）	 

・	 開場/開演：開場 18：30	 開演 19：30	 

・	 料金：前売 3,000 円	 当日 3,500 円	 

・	 チケット予約：LIVE ハウス電話予約、ツアー公式 WEB サイト	 

	 

●	 6 月 23 日（大阪公演）	 

・	 大阪 ATC	 ハーバーアトリウム	 海辺のステージ	 

・	 場所：559-0034	 大阪府大阪市住之江区南港北 2-1-10（TEL：06-6615-5230）	 

・	 開場/開演：13:00	 

・	 料金：無料	 

	 

●	 6 月 24 日（横浜公演）	 

・	 会場：四五六菜館	 別館５階	 

・	 場所：231-0023 神奈川県横浜市中区山下町 190（中華街市場通り）（TEL：045-681-3456）	 

・	 開場/開演：開場 17：00	 開演 17：30	 

・	 料金：3,500 円（お食事付、ドリンク別）	 

・	 チケット予約：ツアー公式 WEB サイト	 

	 

●	 6 月 25 日（東京公演）-	 Farewell	 Party	 

・	 詳細は後日、オフィシャルサイト上にて発表いたします。	 
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アーティスト写真	 

 
Ying-ying Shih 

	 

宮浦	 清	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 古澤	 剛	 	 

	 

The	 YAM	 Project	 

	 

	 

	 	 

※ 左上から 

Toshi, Alen, Mountain, 
Chih-Ling, Chiee 
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Sound	 States（サウンドステイツ）について	 

「Sound	 States」（サウンドステイツ）は、アジアを中心とする実力派アーティストを紹介する音

楽番組です。2011 年 10 月 10 日午後 10 時 10 分 10 秒にシンガーソングライター延原達治さん（ザ・

プライベーツ）の友情出演により産声をあげました。以降、毎月 1回ゾロ目の日に放送を重ね、フ

ァンや関係者に支えられながら現在では延べ視聴者 17 万人（2013 年 5 月 20 日現在）を超えるま

でに拡大しています。2011 年 3 月 11 日の東日本大震災以降、私たちから世界に向けて何ができる

かを考えた結果、世界中の人々が共有できる音楽を通じて、新しいコミュニケーションの礎を築い

てくことにしました。アーティストとサポーターの皆様と番組制作スタッフが一体となって、国境

や言葉の壁を超えた心の交流を続けています。	 https://www.facebook.com/SoundStates	 

	 

ビィズ・クロコ株式会社について	 

ビィズ・クロコ株式会社は1985年の創業以来「Think	 Presentation」をフィロソフィーに掲げ、人

と人が心や時を共有する感動のコミュニケーションを実現させる［トータルプレゼンテーション］

を永年に渡り提案・実行し続けています。数多くの企業からの信頼を獲得し続ける中で「イベント

プレゼンテーション事業」「Web＆デザイン事業」「音楽事業」「キャスティング事業」を主軸に

しながらコミュニケーションに関する総合プロダクションとしての役割をさらに進化させ、インタ

ーネット放送チャンネル「Coco-de-sica.TV」、アジアを中心とする音楽アーティストを紹介する

音楽番組「Sound	 States」、USTREAM	 Asia公認運営パートナーである映像配信スタジオ「USTREAM	 

SUTDIO＋	 AOYAMA	 TOKYO	 1st」を通じてオープンコミュニケーションカルチャーの新時代を切り拓

くため日々挑戦し続けています。	 http://www.bizgroup.co.jp	 

	 

	 LIVE・メディアのお問い合わせ	 

	 ビィズ・クロコ株式会社「SUMMER	 BREEZE	 TOUR	 2013」事務局	 

	 広報担当（師・石橋）	 

	 住所：107-0062	 東京都港区南青山2-24-15青山タワービル13階	 

	 TEL：03−3479−7321	 FAX：03-3479-7431	 

	 WEB：http://www.bizgroup.co.jp/summerbreeze2013/	 


