
TITLE キー 作詞 作曲 ギター

OP１ Melody(REVERBEE) EGなし

OP２ トップシークレット（REVERBEE） ひよりEG

MC
サラバ愛しき悲しみたちよ（ももいろクローバーZ）

1コーラスギター演奏
ひよりEG

OP３ 蝉時雨（REVERBEE） ひよりEG

Ｍ１ 青春が勿体無い（ガチンコ３） 原 雨宮かのん 高橋研

Ｍ２ もっと、きっと。（ガチンコ☆） 原 坂本愛玲菜 太田雄大
振付・
牧野アンナ

Ｍ３ 太陽系ガラス（ガチンコ☆） 原 春名真依 太田雄大
振付・
石川ゆみ

M４ 君のHeartに（ガチンコ☆）
「僕ら」

半音上げ 公野舞華 太田雄大
振付・
三浦亨

Ｍ５ 繋ぐ未来に（ガチンコ☆・新曲） ー 太田雄大 太田雄大

Ｍ６ 好きになって、よかった（加藤いづみ） 原

Ｍ７ フレンドリーム（はちみつロケット） 原

Ｍ８ ハニートランポリン（はちみつロケット） 原

Ｍ９ バカイズム（はちみつロケット） 原

Ｍ１０ チャンス！（ガチンコ☆・新曲） ー 公野舞華 太田雄大
太田雄大

（Eg）

Ｍ１１ 失格（榊いずみ） 原
馬之助
（Ag）

Ｍ１２ 夏色（ゆず） 原
３カポ

Ｃ

Ｍ１３ ファイト（中島みゆき） 原
３カポ

Ｃ

Ｍ１４ CHE.R.RY（YUI） 原
３カポ

Ｄ

Ｍ１５ 貴方解剖純恋歌～死ね～（あいみょん） 原

Ｍ１６ 女の子（彩木咲良・新曲） ー 彩木咲良 小幡康裕 １カポ

Ｍ１７ 桜色ストライプ（たこやきレインボー） 原

Ｍ１８ 19歳なんていらないよ（雨宮かのん） 原 雨宮かのん 雨宮かのん

Ｍ１９ 17歳のブルー（ガチンコ３） 原 雨宮かのん カジヒデキ

Ｍ２０ 君と夏空（雨宮かのん・新曲） ー 雨宮かのん 長崎祥子

Ｍ２１ 透明人間（東京事変） 原

Ｍ２２ I want to know（雨宮かのん・新曲） ー 雨宮かのん 佐藤亙  佐藤亙（Eg） カポ１

Ｍ２３ 明日には（栗もえかのん） 原 雨宮かのん 榊いずみ
栗もえかのん

（Ag）
 佐藤亙（Eg）

曲つながり

曲つながり

７月１４日（土）　『GIRLS' FACTORY NEXT』DAY3

ARTIST 備考

開演前（17：42播磨下手前カゲ？アナ～REVERBEE呼び込み）

REVERBEＥ
データ出し

＋ひよりEG(下手）

第１部 (18:00～18:50）

加藤いづみ～
ガチンコ☆（ラスサビでIN）

ガチンコ☆

ガチンコ☆

太田雄大
（Eg）

ガチンコ☆

ガチンコ☆

彩木
（Ag）

加藤いづみ×ガチンコ☆

加藤いづみ×ガチンコ☆
unplugged

加藤いづみ×はちみつロケット

加藤いづみ×はちロケ
unplugged

はちみつロケットunplugged

はちロケ unplugged

ガチンコ☆ × はちロケ × RIVERBEＥ × 太田雄大（Eg）

ガチンコ☆ × はちロケ
× RIVERBEＥ

第２部 OP （18：50～18：55）

ギター馬之助
（栗本×千由李×彩木）

彩木咲良ソロコンサート　（18：55～19：25）

曲つながり

曲つながり

彩木咲良

彩木咲良×春名真依

栗もえかのん × 佐藤亙（Eg）

雨宮かのんソロコンサート　（19：25～19：50）

雨宮かのん
かのん
（Eg）

曲つながり

雨宮かのん × 佐藤亙（Eg）

栗もえかのん　（19：50～19：55）

［0717 ライブ後修正ver］決定



TITLE キー 作詞 作曲 ギター

M２４ 扉の向こう（ガチンコ３） 原 栗本柚希 太田雄大

M２５ 恋をしてね（栗もえか） 原 鈴木萌花 宇宙まお

Ｍ２６ 顔晴ろう〔がんばろう〕（栗もえか・新曲） ー 鈴木萌花 あんにゅ

Ｍ２７ Ｇｉｒｌ（THE BEATLES） ２音半
下げ

Ｍ２８ Stairway to Heaven（Led Zeppelin） 原（=Anly)

Ｍ２９ 明日の幸せ（栗もえか） 原 鈴木萌花 Ａｎｌｙ

Ｍ３０ ギターリフ（栗もえか） 原 栗本柚希 宇宙まお

Ｍ３１ 獏の夢（videobrother） 原 栗本柚希 山田宣人

Ｍ３２ 弱い虫（栗もえか） 原 栗本柚希 コアラモード.

Ｍ３３ 大好き 君が（ガチンコ３） 原 栗本柚希 宗本康兵

Ｍ３４ Chandelier（Sia） 原

Ｍ３５ キミがいる（いきものがかり） 原

Ｍ３６ 気まぐれロマンティック（いきものがかり） 原

Ｍ３７ サザンカ（SEKAI NO OWARI）
４半音
上げ

Ｍ３８ マネキン（FLOWER FLOWER） 原

Ｍ３９ 大好き（大原櫻子） 原
半音下げ
チューニン
グ

Ｍ４０ さよならエレジー（菅田将暉）
６半音
上げ

１カポ

Ｍ４１ feel my soul（YUI） 原 ６カポ

Ｍ４２ 七色の明日（BｏA） 原

Ｍ４３ I believe（絢香） 原

Ｍ４４ YELL（いきものがかり） 原

Ｍ４５ 泣いてなんかいないよ（伊藤千由李） 原
千由李
（Ag）

EC１ マジ感謝（チームしゃちほこ）

EC２ あの日、私の歌が生まれた（加藤いづみ）
高橋研
（Ａｇ）

歌我馬子　（20：45～20：50）

歌我馬子【うたがうまこ】
（栗本×千由李×萌花）

伊藤千由李

伊藤千由李
～ラスサビALL IN

伊藤千由李 ソロコンサート　（20：50～21：45）

ARTIST 備考

栗もえか　（19：55～20：45）

栗もえか×佐藤亙（Ｅｇ）

栗もえか
Ａｇ

佐藤亙
Ｅｇ

曲つながり

栗もえか
×

videobrotherホーンズ

曲つながり

曲つながり

※ギターを置く～videobrotherホーンズ退場

栗もえか×加藤いづみ
unplugged

曲つながり

曲つながり

千由李
（Ag）

曲つながり

曲つながり

加藤いづみ×伊藤千由李×高橋研

videobrotherホーンズ　in ＥＮＣＯＬＥ　（21：45～）

伊藤千由李×ＡＬＬ
×

videobrotherホーンズ

GIRLS'FOLKTORY(2017)
サイズ（ラスサビ２回し）

全員＆バンド送り出し～研さん呼び込み W.ＥＮＣＯＬＥ　（～22：00）


