
 

 

 

平 成 29 年 6 月 2 日 

九州旅客鉄道株式会社 

熊 本 県 ・ 大 分 県 

 

 

 

 

 

 

ＪＲ九州と熊本県・大分県は共同で、平成 29 年 7 月から平成 29 年

12 月までの 6ヶ月間にわたり「GO!GO!!キスマイクマモトオオイタ」観

光送客キャンペーンを開催します。 

昨年発生した熊本地震から復旧・復興に取り組んでいる熊本県・大

分県を舞台に、キャンペーンのイメージキャラクターである

「Kis-My-Ft2」の各メンバーが、「元気をとどけ、元気をもらう旅」を

伝えていきます。 

ぜひこの機会に、熊本県・大分県へお越しください！ 

皆さまのご旅行をお待ちしています。 

 

 

１ キャンペーン名称 

「GO!GO!!キスマイクマモトオオイタ」 

 

２ キャンペーンイメージキャラクター 

Kis-My-Ft2 ※プロフィール別紙 

 

３ 実施期間 

平成 29年 7月 1日（土）～ 平成 29年 12月 31日（日） 

 

４ 主催 

九州旅客鉄道株式会社、熊本県、大分県 

 

５ 共催 

株式会社ＪＴＢ九州、株式会社日本旅行、株式会社近畿日本ツーリスト九州、西鉄旅行株式会社 

 

６ 協力 

西日本旅客鉄道株式会社 

 

７ コンセプト 

Kis-My-Ft2 の各メンバーが熊本県・大分県へ旅に出かけ、食や温泉、アクティビティなど、バラエ

ティ豊かな両県の魅力をそれぞれの視点から切り取り、新たな角度からＰＲすることで、旅行需要

の喚起を図ります。 

 

８ 企画のポイント 

・ＪＲ九州では例年 10 月～3 月に観光送客キャンペーンを実施していましたが、今回は熊本県・大

分県への旅行に最適な夏・秋の時期に多くのお客さまにご旅行いただけるよう、7 月～12 月の 6

ヶ月間でのキャンペーン開催としました。 

・Kis-My-Ft2 の各メンバーがハンディカメラを持って撮影しながら熊本県・大分県内各地を旅し、

その模様をＴＶＣＭやパンフレット、ポスター、ウェブサイト等で展開します。Kis-My-Ft2 がお

すすめする 7つの魅力を多くの皆さまに体感していただきたいと思います。 

JR 九州 熊本大分キャンペーン 

GO!GO!!キスマイクマモトオオイタ 開催！ 



【GO!GO!!キスマイクマモトオオイタ 7つの魅力】 

  地区・テーマ 旅人 同行・撮影者 ポイント 

1 阿蘇 乗馬体験 藤ヶ谷 太輔 宮田 俊哉 

藤ヶ谷さんが阿蘇で乗馬を体験。雄大な自然

が広がる絶景を満喫しながら、颯爽と馬を乗り

こなします。 

2 日田 タイムスリップ通り 宮田 俊哉 藤ヶ谷 太輔 

昔ながらの家屋が多く残り、「九州の小京都」と

呼ばれる豆田町。宮田さんがのどかな町並み

を歩き、レトロな雰囲気を楽しみます。 

3 由布院 湯の町さんぽ 玉森 裕太 二階堂 高嗣 

美しい由布院の景色の中をのんびり散策する

玉森さん。駅の足湯や湯平温泉街にも足を運

び、静かで暖かい風景に癒されます。 

4 別府 温泉天国 二階堂 高嗣 玉森 裕太 

二階堂さんは、全国一の源泉数・湧出量を誇る

別府温泉を訪れます。滝のそばの湯や砂湯な

ど、個性豊かな温泉を堪能！ 

5 熊本 ソウルフードめぐり 北山 宏光 千賀 健永 

北山さんは熊本市内でソウルフードを食べ歩

き。熊本ならではの絶品グルメに次々と出会

い、「うまっ！」が止まらない旅になりました。 

6 人吉 清流川下り 千賀 健永 横尾 渉 

日本三大急流のひとつである球磨川で、千賀

さんが川下りを体験。時に急流の中を進みな

がら、人吉の景色を楽しみました。 

7 天草 イルカウォッチング 横尾 渉 北山 宏光 

天草の海へクルージングに出た横尾さん。人

懐っこい野生のイルカのお出迎えにテンション

が上がります！ 

 

 

９ 宣伝展開 

(1) ＴＶＣＭ 

 放送期間：平成 29年 6月 23日（金）～ 7月 31日（月）※予定 

 放送地区：福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・鹿児島・宮崎 

〔ＣＭのポイント〕 

Kis-My-Ft2の各メンバーが、ハンディカメラを持って大分県・熊本県各地を旅し、それぞれの

魅力を満喫するシーンを表情豊かに切り取ります。 

ＣＭソングには、今回のＣＭのために書き下ろされた Kis-My-Ft2の「FUTURE TRAIN」を使用し

ます。 

 

(2) パンフレット、ポスター 

 掲出箇所：ＪＲ九州の主な駅、ＪＲ九州旅行支店、列車内※ポスターのみ 

 掲出期間：平成 29年 12月 31日（日）まで 

 

 

〔参考：ＪＲ西日本エリアの宣伝展開について〕 

 (1)ＴＶＣＭ  

 放送期間：平成 29年 6月 23日（金）～ 7月 31日（月）※予定 

 放送地区：京阪神エリア 

(2)パンフレット、ポスター 

 掲出箇所：（ポスター）ＪＲ西日本の主な駅、列車内 

    （パンフレット）ＪＲ西日本の京阪神、岡山、広島、山口エリアの主な駅 

 掲出期間：平成 29年 12月 31日（日）まで 

 

 



(3) オリジナルラッピング列車「キスマイ  トレイン」の運行 

キャンペーン期間中、熊本・大分両県への旅をより思い出深いものにしていただくため、2つの

ラッピング列車「キスマイ  新幹線」「キスマイ  ソニック」をご用意しました。運行スケジ

ュールはキャンペーン特設ＷＥＢサイトでもご案内する予定です。 

 

【キスマイ  新幹線】（800系新幹線 6両 1編成） 

 運 行 区 間：博多～熊本～鹿児島中央間（九州新幹線「さくら」「つばめ」として運行） 

 運行開始日：平成 29年 6月 30日（金）※予定 

 

【キスマイ  ソニック】（883系特急列車 7両 1編成） 

 運 行 区 間：博多～大分間 ほか（特急「ソニック」として運転） 

 運行開始日：平成 29年 7月 2日（日）※予定 

 

 (4)駅の装飾 

列車で九州を、そして熊本県・大分県を訪れたお客さまへの歓迎の気持ちを込め、ＪＲ九州の駅

に「GO!GO!!キスマイクマモトオオイタ」ならではの装飾を施します。 

 キャンペーン特大バナーの設置 

     設置箇所：博多駅 

     設置期間：平成 29年 7月 3日（月）～7月 16日（日）※予定 

 特大フォトパネルの設置 

     設置箇所：熊本駅、人吉駅、三角駅、阿蘇駅、日田駅、別府駅、由布院駅 

           ※阿蘇駅以外は改札内に設置します。 

     設置期間：平成 29年 7月 1日（土）～12月 31日（日）※予定 

    

  (5)Kis-My-Ft2による駅アナウンス 

    熊本・大分の列車旅を盛り上げるため、駅では Kis-My-Ft2 によるオリジナルウェルカムアナウ

ンスを放送します。 

 放送箇所：熊本駅、人吉駅、三角駅、阿蘇駅、日田駅、別府駅、由布院駅 

           ※各駅で異なる内容のアナウンスです。 

 放送期間：平成 29年 7月 1日（土）～12月 31日（日）※予定 

 

(6)キャンペーン特設ＷＥＢサイト 

 公開期間：平成 29年 12月 31日（日）まで 

 Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.jrkyushu.co.jp/kissmykumamotooita/ 

 内  容：Kis-My-Ft2がオススメするスポット情報、キスマイ  トレインの運行情報、 

Twitter 連動企画、熊本・大分方面へのおトクなきっぷ情報など 

 

【Twitter連動 プレゼント企画】 

キャンペーン期間中、熊本県・大分県を旅した皆さまにご協力いただき、皆さまがおすすめす

る両県の魅力をキャンペーンＷＥＢサイトでご紹介します。Twitter キャンペーンアカウント

をフォローいただいた上、熊本・大分で出会った絶景やグルメ、おすすめスポット等のつぶや

きを投稿すると、ＷＥＢサイトに掲載されます。ぜひ、旅先で出会った熊本・大分の魅力の発

信にご協力ください！ 

さらに、投稿していただいた方の中から抽選で熊本県・大分県の特産品セットが当たります！

詳しくはＷＥＢサイトで随時ご案内します。 

＜ご注意＞ 

①Twitter連動企画は、平成 29年 7月 1日（土）より開始予定です。 

②各投稿については、事前に事務局で利用規約を満たしているか確認のうえＷＥＢサイトに掲載します。 

即時掲載ではありませんので、あらかじめご了承ください。投稿内容によっては掲載されない場合があり 

ます。 



10 キャンペーンに合わせた特別企画 

(1) Ｄ＆Ｓ列車「あそぼーい！」が阿蘇に帰ってくる！ 

キャンペーン期間中、人気のＤ＆Ｓ列車である特急「あそぼーい！」

を別府・大分～阿蘇間で運行します。列車には客室乗務員も乗務し、

車内販売やお子さま向けのサービスもこれまで同様に実施します。こ

の機会にご乗車をお待ちしております。 

 

 運 転 日：平成 29年 7月 8日（土）～12月 24日（日）の金土日曜及び祝日を中心に運転 

 運転時刻：①あそぼーい！92号 別府駅 09:16発 → 阿蘇駅 11:27 着 

②あそぼーい！91号 阿蘇駅 11:48発 → 大分駅 13:36着 

③あそぼーい！94号 大分駅 14:06発 → 阿蘇駅 15:55着 

④あそぼーい！93号 阿蘇駅 16:15発 → 別府駅 18:14着 

※ 詳しい運転日等は、平成 29年 4月 25日付プレスリリースをご覧ください。 

 

(2) Ｄ＆Ｓ列車「JRKYUSHU SWEET TRAIN『或る列車』」阿蘇コース特別運行！ 

車内でスイーツコースが楽しめる人気のＤ＆Ｓ列車「或る列車」を、

平成 27年８月の運行開始以降初となる「阿蘇コース」（大分～阿蘇間）

で運行します。車内では７月～９月の期間中、熊本県産や大分県産の

こだわりの食材を使用したメニューを提供するほか、沿線でのおもて

なしやお出迎え等のイベントについても、阿蘇地域の皆さまと一緒に

取り組んでまいります。 

 

 運 転 日：平成 29年 7月 19日（水）、8月 23日（水）、9月 20日（水） 

 運転時刻：①午前便 大分駅 11:08頃発 → 阿蘇駅 14:05頃着 

②午後便 阿蘇駅 15:14頃発 → 大分駅 17:26頃着 

 ご利用方法：ＪＲ九州旅行が企画実施する募集型企画旅行商品として発売します。 

「大分駅→阿蘇駅」など運行区間の片道ＪＲ、スイーツコース、ドリンク代を等含

んだ「個人旅行商品」と、「或る列車」に乗車し熊本・大分の観光地を訪れる1泊2

日の「団体旅行商品」をご用意しております。 

※ 詳しい商品内容やお申込み方法等は、平成 29年 5月 24日付プレスリリースをご覧ください。 

※ ご利用日・商品によっては既にお申込みを締め切っている場合があります。 

(3) Ｄ＆Ｓ列車の車内販売を一部リニューアル！ 

キャンペーンを記念し、熊本・大分を運行するＤ＆Ｓ列車の車内販売を一部リニューアルします。

期間・数量限定で登場する商品もございます。この機会にぜひご利用ください。 

 

■あそぼーい！ 

 駅弁「くろちゃん弁当」（1,080円） 

阿蘇神社門前町にある料理店「阿蘇はなびし」による、オリジ

ナル弁当。阿蘇産をはじめとするこだわりの食材でつくられた、

大人も子どももおいしいお弁当です。 

※あそぼーい！92号、93号を除く 

3 日前までにＪＲ九州の駅やＪＲ九州旅行支店で「駅弁引換券」

のご購入がおすすめです。 



 阿蘇の草原とぶ牛クッキー仔うしビン入り（550円） 

阿蘇の「阿部牧場」の牛乳をふんだんに使用した手作りのミル

ククッキーです。 

 

■ゆふいんの森 

 由布院 玉の湯 柚子みつスカッシュ（500円） 

由布院の温泉旅館「由布院 玉の湯」のティールームで人気のド

リンクを期間限定で販売。日田市大山から届く柚子みつを使用

します。※7～9月限定販売 

 

 お濃茶アイス（360円）         

由布院の豆腐料理専門店、

「市ノ坐」特製の濃厚な

抹茶アイスです。 

 

 

 

    

 

■かわせみ やませみ 

 でこぽんヨーグルト（400円） 

球磨酪農組合の「球磨の恵み」ヨーグルトを使用し、本格焼酎をベ

ースに造り上げた、でこぽんの豊潤な味わいを感じつつもあっさり

と飲みやすいリキュールで、女性におススメです。 

 ※7～9月限定販売 ※平日の 3～6号、土日祝日の 2～6号で販売 

 

■ＳＬ人吉 

 芦北デコポンゼリー（410円） 

やわらかなジュレの中に、爽やかな甘みと大粒の果実が人気の

「デコポン」の果肉がたっぷり入ったゼリーです。 

 

 

■Ａ列車で行こう 

 うとのデコジュース（330円） 

熊本県の宇土半島で作られた「うとのデコ（不知火）」を丁寧に 

搾った 100％ストレートジュースです。※7～9月限定販売 

 

 

 

 

 

 

 

 復刻版グッズセット（1,500円） 

過去にご好評いただいていた、ゆふ

いんの森号オリジナルグッズ（木製

ボールペン＋キーホルダー）を復刻して

販売します。 



 

(4) 期間限定・熊本城の今を知る、特別ガイドプラン 

復興に向かって歩む熊本城の“いま”の姿を、ガイドさんの案内

で巡ります。熊本城そばの歴史文化体験施設「湧々座」で熊本城

の歴史を学び、時代衣装に着替えて散策する、ＪＲ九州のオリジ

ナルプランです。 

※事前にＪＲ九州の窓口で予約・購入が必要です。 

 

 お ね だ ん：おひとり 1,000円（こども同額） 

 ご利用期間：平成 29年 7月 7日（金）～12月 22日（金）の 

金曜及び日曜 ※9/17（日）、10/22（日）は設定除外 

 体 験 時 間：10:00～12:00（集合時間 9:45 ※湧々座） 

 内 容：「湧々座」でのガイドツアー、なりきり衣装体験での城彩苑散策 

 お 申 込 み：ご利用日の 8日前までにＪＲ九州の主な駅、ＪＲ九州旅行支店でお申込下さい。 

 

 

11 キャンペーンに合わせたお得なきっぷ 

(1) GO!GO!!阿蘇・奥豊後きっぷ 

各地から阿蘇までの往復（特急指定席利用）に、フリー乗降区

間が付いた割引きっぷ。さらに、現地で使える特典券付きで、

とってもおトクです。期間限定運行の「あそぼーい！」にもご

乗車いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜特典券が使える施設＞ 

 ◎麻生家住宅（三重町駅より徒歩約 15分）      ◎竹田市観光案内所（豊後竹田駅構内） 

 オリジナル「あそぼーい！」         ぶらりひとつま味クーポン 

 トートバッグプレゼント           通常 300円→200円に 

                        

 

 

 

 

 



(2) GO!GO!!おんせん県おおいたきっぷ 

福岡市内（または北九州市内）から、由布院～大分～別府のフ

リー区間を周遊できる割引きっぷ。対象エリアで使える 1,000

円～1,100円分の引換券が付いて、おトクで嬉しいきっぷです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 二次アクセスの整備 

(1) 駅から観タクン 

予約不要で駅前から好きな時間に乗れて、さらに定額で安心なタクシー観光プランが、キャンペー

ンにあわせて大分エリアに初登場します。また、地震の影響で発売休止となっていた「阿蘇駅発着

コース」が一部コース変更のうえ再びご利用可能となり、鉄道の旅の楽しみ方が広がります。 

 

 ご利用可能時間：9:00～15:00 

 ご利用方法：事前にＪＲ九州の主な駅、ＪＲ九州旅行支店等でタクシー乗車券をお求めのう 

え、指定コースの駅前でタクシーにご乗車になり、乗車券をお渡しください。 

※運転士によるガイドはありません。 ※観光施設の入場料等が別途必要です。 

 コース紹介 

  ①由布院駅発着コース：2時間 9,000円（小型１台） 

※火・水曜および 12月～2月は設定除外 

由布院駅→塚原高原観光案内所（te～）→木屋かみの または 

みるく村 または 霧島神社→塚原温泉火口乃泉（火口見学）→

雨乞林道（由布院盆地展望）→由布院駅 

 

②日田駅発着コース：2時間 30分 9,000円（小型１台） 

 

日田駅→小鹿田焼の里→日田駅 

  



 

③豊後竹田駅発着コース：2時間 5,000円（小型１台） 

 

豊後竹田駅→岡城址→武家屋敷群→メロディートンネル 

→瀧廉太郎記念館→豊後竹田駅 

 

④阿蘇駅発着コース：2時間 5,000円（小型１台） 

 

阿蘇駅→阿蘇火山博物館→草千里→阿蘇スーパーリング 

→阿蘇駅 

 

 

(2) キャンペーン期間限定タクシープラン 

「駅から観タクン」のほかにも、キャンペーン期間限定で便利なタクシープランを設定します。 

※ＪＲ九州旅行支店等にて、ＪＲ宿泊セットプランや割引きっぷ等とセットで発売します。 

 

①エル・パティオ牧場タクシー送迎プラン（阿蘇駅・宮地駅発着） 

阿蘇駅または宮地駅からエル・パティオ牧場までの往復タクシ

ー送迎プランです。人気の乗馬体験も鉄道の旅で安心してお楽

しみいただけます。 

 お ね だ ん：阿蘇駅発着 7,000円（小型１台） 

宮地駅発着 5,400円（小型１台） 

              ※ＪＲ九州の主な駅の窓口でも発売します。 

 

②おもてなしタクシー（宇佐駅発着） 

宇佐のご当地グルメのからあげ店や、国宝の富貴寺大堂、レト

ロな豊後高田昭和の町など、宇佐駅発で名所を効率よく巡るこ

とができるコースです。 

 お ね だ ん：宇佐駅発着 4,000円（1人） 

 ご利用時間：2時間 30分 

（11:00～13:30または 13:00～15:30） 

※2名さまより運行／5日前までに要予約／観光施設の入場料金は含まれません 

 

③里の旅タクシー（緒方駅発～三重町駅着） 

東洋のナイアガラと呼ばれる「原尻の滝」や雪舟も描いたとい

う「沈堕の滝」をはじめ、人気の道の駅や期間限定の絵本ショ

ップ・絵本展が開催中の文化財家屋を巡ります。 

 お ね だ ん：緒方駅発・三重町駅着 4,000円（小型１台） 

 ご利用時間：2時間（9:00～15:00） 

※3日前までに要予約・時間指定 

 

 



(3) 駅レンタカー特別プラン 

キャンペーン限定の、同一県内の乗捨て無料プランや、熊本～大分乗

捨て料金込みのお得なプランを設定。両県の周遊に便利なプランです。 

 申込方法：電話またはインターネット ※3日前までに要予約 

         電話… 駅レンタカー予約センター 092-282-1200（営業時間 9：00～18：00） 

         W E B… https://www.jr-rp.jp/2017ookuma/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 タイアップ企画 

(1) キリンビバレッジ株式会社、キリンビール株式会社とのタイアップ企画 

ＪＲ九州の主な駅の窓口、駅旅行センター、ＪＲ九州旅行支店、九州内の主な旅行会社で、平成 29

年 7月 1日（土）～9月 30日（土）ご利用分の熊本県または大分県を目的地とするきっぷや旅行商

品等をお求めのお客さまに、「ドリンク無料引換券付きチケットホルダー」を進呈します。 

引換期間中、熊本・大分県内の駅にある「銘品蔵」「Kiosk」「ミニコンビ」店舗に引換券付きチケッ

トホルダーをお持ちいただくと、1枚につき「キリン午後の紅茶 おいしい無糖（500mlPET）」また

は「キリン一番搾り生ビール（350ml缶）」のいずれか 1本と交換します。 

 引 換 期 間：平成 29年 7月 1日（土）～9月 30日（土） 

 引換可能店舗：＜熊本県＞新玉名駅、熊本駅（東口）、新八代駅、新水俣駅、人吉駅、玉名駅 

＜大分県＞別府駅、大分駅 

※自動券売機で購入・発券されたきっぷや、定期券（特急料金回数券を含む）は対象外となります。 

※チケットホルダーは数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきます。 

※お酒の引換は、20歳以上の方に限ります。 

 

(2) 鉄道玩具「プラレール」（発売元：株式会社タカラトミー）とのタイアップ企画 

① プラレール「オリジナルぬりえ」プレゼント 

Ｄ＆Ｓ列車「あそぼーい！」、「ＳＬ人吉」、「ゆふいんの森」の車

内でプラレールをご購入いただいたお客さまに、「オリジナルぬり

え」をプレゼントします。さらに、専用のウェブサイトで、ぬり

えに記載されたシリアルナンバー等の必要事項を入力のうえご応

募いただいた方の中から、抽選で 40名さまに以下のプラレールが

当たります。 

 実施期間：平成 29年 7月 1日（土）～12月 31日（日） 

※ご乗車の列車と同じプラレールを車内販売します 

（ただし、「あそぼーい！」車内では３種とも販売します） 

※抽選へのご応募は、「ＪＲ九州ＷＥＢ会員」限定です。 

【賞品】 

 

 

 

 

 

 

※画像はイメージです 



 

② 「プラレールオリジナル駅長さんペーパークラフト」プレゼント 

Ｄ＆Ｓ列車「あそぼーい！」「ＳＬ人吉」「ゆふいんの森」にご乗

車のお子さまに、「プラレールオリジナル駅長さんペーパークラフ

ト」をプレゼントします。 

 実施期間：平成 29年 7月 1日（土）～12月 31日（日） 

※「あそぼーい！」車内では「くろカフェ」にて、「ＳＬ人吉」 

「ゆふいんの森」車内ではビュッフェにて客室乗務員にお申し 

つけ下さい。 

 

③ 駅に登場！プラレールジオラマ展示 

熊本駅（新幹線改札内）、大分駅（改札内）に、お子さまに人気の

プラレールのジオラマを展示します。 

 展示期間：平成 29年 7月 1日（土）～9月 30日（日） 

 

  （Ｃ）ＴＯＭＹ  「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。 

 

◆「プラレール」とは  

「プラレール」は、株式会社タカラトミーより発売中の鉄道玩具シリーズです。1959 年にプラレー

ルの原型である「プラスチック汽車・レールセット」が発売されてから半世紀以上、身近な“鉄道”

をテーマに、子どもたちが社会を学び、創造力を育む玩具として愛されています。青いレールを自

由につなげて線路をレイアウトし、3両編成の列車を走らせることが基本の遊び方です。 

発売当時から現在まで、青いレールの規格は統一されており、現在では親子三世代にわたり親しま

れています。日本国内ではこれまでに、累計約 1,370種類、1億 6,000万個以上を販売しています（2017

年 3月末現在）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※画像はイメージです 



別紙 Kis-My-Ft2（キスマイフットツー）プロフィール 

 

2011年 8月にデビューした 7人組の人気アイドルグループ。グループ名は 7人の頭文字をつなげたもの。 

今年 3月に発売された 18thシングル『INTER』はオリコン初登場１位を獲得。デビュー以来 18作連続 

1 位を獲得し続けている。その活躍は音楽にとどまらず、バラエティ番組やドラマ、映画など、幅広い活

躍で多くのファンを魅了している、今もっとも元気のある 7人。 

 

【メンバー】 

藤ヶ谷
ふ じがや

 太
たい

輔
すけ

    生年月日：1987年 6月 25日  出身地：神奈川県  血液型：AB型 

玉
たま

森
もり

 裕
ゆう

太
た

     生年月日：1990年 3月 17日  出身地：東京都   血液型：B型 

北山
きたやま

 宏光
ひろみつ

     生年月日：1985年 9月 17日  出身地：神奈川県  血液型：A型 

横尾
よ こ お

 渉
わたる

      生年月日：1986年 5月 16日  出身地：神奈川県  血液型：A型 

千賀
せんが

 健
けん

永
と

     生年月日：1991年 3月 23日  出身地：愛知県   血液型：AB型 

二階堂
にかいどう

 高嗣
たか し

   生年月日：1990年 8月 6日   出身地：東京都   血液型：B型 

宮田
みやた

 俊
とし

哉
や

     生年月日：1988年 9月 14日  出身地：神奈川県  血液型：A型 

 


