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豪華アーティストが「着うた®の日 LIVE’10」で競演!! 
レコチョク年間ランキング2010も発表 

 

株式会社レコチョクは、12月2日（木）にJCB HALL（東京・文京区）にて、“違法配信撲滅”と“エルマーク(*)の

意識普及”を目的とした『着うた®の日LIVE’10』を開催いたしました。 

 

本イベントは、「着うた®」サービスが誕生した 12 月 3 日を 2008 年より「着うた®の日」と定め、毎年ライブイベン

トを開催しているものです。3 回目となる今年は、過去最大の約 50,000 口の応募があり、レコチョクで対象商品

をご購入いただいた方の中から抽選で、1,200 組 2,400 名様を無料でご招待して行われました。 

 

出演アーティストは、WEAVER、斉藤和義、ナオト・インティライミ、ヒルクライム、moumoonの5組に加え、今年

8月に行われた「レコチョクオーディション」でグランプリを受賞しメジャーデビューを飾ったばかりのfumikaによる

レコチョクのランキングを賑わせた“2010年を代表するアーティストの競演”となりました。なお、当日のライブレ

ポートおよびセットリストは、添付資料①をご覧ください。 

「レコチョク 音楽情報」サイトでは、12月8日（水）より出演アーティストのサイン入りアーティストグッズや待受

画像のプレゼントを開始するほか、当日の模様は、弊社提供の日本テレビ系音楽情報番組『レコ★Hits！』１時

間スペシャル（日本テレビ12月7日（火）24:39～Ｏ.Ａ. ※一部地域を除く。）で放送される予定です。 

 

なお、当日の会場では、本日に先だち 2010 年度「着うたフル®」年間ランキングを発表いたしましたが、当社

が運営する各サイトでも、｢着うた®｣、｢着うたフル®｣、「ビデオクリップ」などのサービス種別、およびサイト別『レ

コチョク上半期ランキング 2010』を本日発表致しました。（詳細は、添付資料②をご覧ください） 

なお携帯サイトおよびPCサイトでは、1 位～100 位までをご覧いただくことが出来ます。（PC・携帯共通

http://recochoku.com/rank2010/） 

※｢着うた®｣｢着うたフル®｣のＴＯＰ５は、12 月 1 日に発表済みです。 

 

当社は今後も、音楽コンテンツ配信を中心とした多種多様な情報発信やエンターテインメントコンテンツの提

供を積極的に行い、新しい価値を提案する総合エンターテインメント企業を目指します。 

以 上 

 

「着うた®の日」LIVE’10 開催概要  

 

■開催日時：2010 年 12 月 2 日（木）（開場 17:30/開演 18:30） 

■出演者：WEAVER, 斉藤和義, ナオト・インティライミ,  

ヒルクライム, fumika, moumoon（五十音順） 

■会場：JCB HALL (東京・文京区) 

■主催：株式会社レコチョク 

■協賛：株式会社 NTT ドコモ, KDDI 株式会社（五十音順） 

■協力：一般社団法人 日本レコード協会 

 

 

◎応募総数：約 50,000 口 

 
(*)エルマークは､皆さんが安心して音楽･映像配信をご利用いただけるようにするため､レコード会社･映像製作会社との契約によって配信されて

いるレコード(CD)音源や映像などに表示されるマークです｡ マークは､それらコンテンツを配信する事業者のパソコン向けサイトまたは携帯電話向

けサイトで表示されるほか､レコード会社･映像製作会社の配信サイトでも表示されます｡ 
 

http://recochoku.com/rank2010/


 

 

 

添付資料① 

 

 トップバッターは斉藤和義。スリリングなギターのイントロで幕開けた「ずっと好きだった」で、観客は

一気に惹き込まれて行った。ソロ名義ではあるが、メンバーと共にグルーヴィーなサウンドを生み出す

様は、完全に超一級のロック・バンド。斉藤和義によるギター・ソロで盛り上げる場面もあるなど、歌声

だけにとどまらない魅力が存分に発揮されたステージであった。 

 WEAVER の 1 曲目は「僕らの永遠～何度生まれ変わっても、手を繋ぎたいだけの愛だから～」。柔ら

かなメロディに魅了された観客の手拍子が、JCB ホールを和やかに揺らした。「今一番リアルな気持

ちが入っている曲です」という杉本雄治（P&Vo）の紹介を経て披露さされた新曲「キミノトモダチ」は、

甘酸っぱいメロディが光った。演奏後、深々と一礼をした 3 人へ、観客から惜しみない拍手が贈られ

た。 

 moumoon は誰もが楽しみにしていたあの曲、「Sunshine Girl」からスタート。伸びやかなメロディを澄

み渡った声で歌いながら、ワンピースの衣装を揺らして歌う YUKA は、まるで森の妖精のようだった。

「わたしは明日、着うたの日の 12/3 が誕生日なんですよ。縁を感じます」という YUKA の MC で観客を

沸かせつつ、ラストは「moonlight」。穏やかな幸福感が、観客を包んでいった。 

 ハイテンションな全速力でステージに飛び出して来たナオト・インティライミ。「盛り上げておいてなん

ですが、1 曲目はほっこりしたラブソングです」と「タカラモノ～この声がなくなるまで～」へ。MC で巧み

な話術を発揮し、絶妙なタイミングで曲へと突入する最高のエンタテインメントを全篇で展開してくれた。

ものすごい数のタオルが場内でカラフルに回転した「マワセマワセ」、スペイシーなサウンドと痛快なタ

テノリが融合した新曲「Adventure」まで。客席中が笑顔で溢れていった。 

 今年行われたレコチョクオーディショングランプリに輝いた fumika。キラキラしたウィンター・リミックス

が施された「天国のドア」を歌いだした瞬間、全ての観客が彼女の高い実力に圧倒されたはずだ。全

身を使って歌い、声量たっぷりに歌う fumika の歌は、心の奥底にまで届いてきた。2 曲目

「snowflakes」は、軽快なステップでステージ上を巡り、時々手を振り、喜びに満ちながら歌う姿が印象

に残った。今後の活躍に期待が高まる。 

 1 曲目「ルーズリーフ」の時点で、早くもすさまじい盛り上がりとなった Hilcrhyme。4 曲目「春夏秋冬」

を歌った後の TOC の MC が粋だった。「着うたによって音楽が身近になったのは素晴らしいことです。

でも、ライヴの熱気はダウンロード出来ません。記録よりも記憶に残せるのがライヴです」。そして、ス

ペシャル・ヴァージョンで聴かせたのが、DJ KATSU のキーボード演奏を交えた「大丈夫」。何が起こ

るか分からないのがライヴ。着うたを愛するユーザーが生で音楽を体感するために集まったこのイヴ

ェントの意義を、鮮やかに示したエンディングとなった。 

（TEXT 田中 大） 

                                  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「着うた®の日」LIVE’10 ライブレポート 



 

 

 

 

「着うた®の日」LIVE’10 セットリスト  

 

 

斉藤和義 

 1. ずっと好きだった 

 2. Small Stone 

 3. 歩いて帰ろう 

 

WEAVER 

 1. 僕らの永遠〜何度生まれ変わっても、手を繋ぎたいだけの愛だから〜 

 2. キミノトモダチ 

 

moumoon 

 1. Sunshine Girl 

 2. moonlight 

 

ナオト・インティライミ 

 1. タカラモノ 〜この声がなくなるまで〜 

 2. マワセマワセ 

 3. Adventure 

 

fumika 

 1. 天国のドア 

 2. snowflakes 

 

Hilcrhyme 

 1. ルーズリーフ 

 2. トラヴェルマシン 

 3. Shampoo 

 4. 春夏秋冬（アコースティックVer） 

 5. 大丈夫 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
レコチョク年間ランキング 2010 添付資料② 

 

      【集計期間】2009 年 12 月 1 日～2010 年 11 月 30 日 

▼「着うた®フル」部門 

楽曲ランキング 

順位 楽曲名 アーティスト名 

1 位 会いたくて 会いたくて 西野 カナ 

2 位 Butterfly 木村カエラ 

3 位 Best Friend 西野 カナ 

4 位 if 西野 カナ 

5 位 春夏秋冬 ヒルクライム 

アーティストランキング 新人アーティストランキング 

順位 アーティスト名 順位 アーティスト名 

1 位 西野 カナ 1 位 KARA 

2 位 EXILE 2 位 ナオト･インティライミ 

3 位 AKB48 3 位 KG 

4 位 ヒルクライム 4 位 少女時代 

5 位 いきものがかり 5 位 WEAVER 

 

 

▼「着うた®」部門 

楽曲ランキング 

順位 楽曲名 アーティスト名 

1 位 Ring a Ding Dong 木村カエラ 

2 位 会いたくて 会いたくて 西野 カナ 

3 位 もっと強く EXILE 

4 位 FOREVER LOVE 清水 翔太×加藤 ミリヤ 

5 位 Best Friend 西野 カナ 

アーティストランキング 新人アーティストランキング 

順位 アーティスト名 順位 アーティスト名 

1 位 西野 カナ 1 位 ICONIQ 

2 位 嵐 2 位 KARA 

3 位 EXILE 3 位 三代目 J Soul Brothers 

4 位 木村カエラ 4 位 KG 

5 位 浜崎あゆみ 5 位 WEAVER 

 

 

▼サービス種別 1 位 

種別 楽曲名 アーティスト名 

着うたフルプラス® 会いたくて 会いたくて 西野 カナ 

ビデオクリップ ヘビーローテーション AKB48 

着信ムービー ミスター KARA 

RBT（メロディコール®・待ちうた） 会いたくて 会いたくて 西野 カナ 

着信ボイス メール届いたでー!ヒーハー!! 小杉竜一 

着信メロディ Butterfly 木村カエラ 

レコチョクアプリ for Android™ 君って 西野 カナ 
 
※｢着うたフル®｣ランキングは「レコチョク フル」「レコチョク 洋楽・フル」「レコチョク アニメ/ゲーム・フル」など、株式会社レコチョクが提供する「着
うたフル®」９サイトを合算集計したものです。 

※｢着うた®｣ランキングは「レコチョク うた」「レコチョク 洋楽･うた」「レコチョク アニメ/ゲーム･うた」など、株式会社レコチョクが提供する「着うた
®」９サイトを合算集計したものです。 



 
 

▼ジャンルサイト別  1 位 

サイト名 楽曲名/商品名 アーティスト名 

レコチョク 洋楽・うた ティック・トック KE$HA 

レコチョク 洋楽・フル ティック・トック KE$HA 

レコチョク アニメ/ゲーム･うた One day The ROOTLESS 

レコチョク アニメ/ゲーム・フル GO! GO! MANIAC 放課後ティータイム

レコチョク テレビ/CM/映画･うた LOVE RAIN ～恋の雨～ 久保田利伸 

レコチョク テレビ/CM/映画･フル まなざし Honey L Days 

レコチョク ジャズ/クラシック･うた 

 

東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞ･ｴﾚｸﾄﾘｶﾙﾊﾟﾚｰ

･ﾄﾞﾘｰﾑﾗｲﾂ V.A. 

レコチョク ジャズ/クラシック･フル 

ｼｮﾊﾟﾝ:ｴﾁｭｰﾄﾞ第3番 ﾎ長調 ｢別れ

の曲｣-12 のｴﾁｭｰﾄﾞ作品 10 より 

スタニスラフ・ブー

ン 

レコチョク 演歌/歌謡曲･うた また君に恋してる 坂本冬美 

レコチョク 演歌/歌謡曲･フル また君に恋してる 坂本冬美 

レコチョク ロック･うた SHIVER the GazettE 

レコチョク ロック･フル 完全感覚 Dreamer ONE OK ROCK 

レコチョク クラブ･うた Grateful Days feat.Noa LGMonkees 

レコチョク クラブ・フル And I Love You So AK-69 

レコチョク 名曲/名盤・フル Missing 久保田利伸 

レコチョク お笑い/バラエティ メール届いたでー!ヒーハー!! 小杉竜一 

レコチョク コミック 鋼の錬金術師 荒川弘 

レコチョク きせかえ 「to LOVE」きせかえ(着信音あり) 西野カナ 
 

 

▼ レコチョク shopping ＣＤ/ＤＶＤ商品別 

ＣＤ 

順位 商品名 アーティスト名 

1 位 to LOVE 西野 カナ 

2 位 いきものばかり～メンバーズ BEST セレクション～ いきものがかり 

3 位 HEAVEN 加藤 ミリヤ 

4 位 THE BEST BANG!! 福山雅治 

5 位 Wildflower & Cover Songs:Complete Best ’TRACK 3’ Superfly 

音楽ＤＶＤ 

順位 商品名 アーティスト名 

1 位 逃した魚たち～シングル・ビデオコレクション～ AKB48 

ＤＶＤ 

順位 商品名 

1 位 最後の約束 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

株式会社レコチョク 広報担当・河合 

TEL:03-6418-7595  FAX：03-6418-7159  E-mail: pub@recochoku.co.jp  

※「着うた®」「着うたフル®」「着うたフルプラス®」は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの商標または登録商標です。

※「メロディコール®」は株式会社 NTT ドコモの登録商標です。 

※「待ちうた™」は KDDI 株式会社の商標または登録商標です。 

 


