
 
  緊急公開決定！ 

 

 
東方神起、SUPER JUNIOR、SS501、少女時代、SHINee… 

その他豪華アーティスト夢の競演！ 

あの伝説のステージを、熱狂を、スクリーンで体感！ 
 

KKK−−−PPPOOOPPP   
DDDRRREEEAAAMMM   CCCOOONNNCCCEEERRRTTT   

－－－HHHiiissstttooorrryyy   ’’’000777～～～’’’000999－－－   
   

 
 

1995 年のスタートから、毎年約 7 万人の観客を動員する韓国最大級の音楽イベント「ドリームコンサート」。 

日本から駆けつけるファンも急増中のこの大人気 K-POP フェスを、「映画館の大スクリーンで楽しみたい!!」という熱

い要望にお応えし、ついに緊急公開が決定！ 
 

日本でも不動の人気を誇る東方神起をはじめ、SS501、SUPER JUNIOR、SHINee、今年デビューラッシュとなっ

たガールズグループの少女時代やKARA…など、今が旬の豪華アーティスト陣のパフォーマンスを一同に堪能できる、

まさにこれぞ夢の祭典！ 
 

待望のプロジェクト第一弾は、本邦初公開の映像を含む、2007 年から 2009 年までの厳選された貴重なライブ映像を

一挙上映。アリーナ級のド迫力映像、臨場感溢れるサウンドで、この冬、映画館が熱狂の LIVE 会場に!! 
 

★History ’07～ ’09 出演アーティスト★ 

東方神起  SUPER JUNIOR  SS501  少女時代  SHINee  Wonder Girls 

T-ara＆超新星  ｆ（ｘ）  4Minute  2AM  KARA  2NE1 
 

2010 年／韓国／ステレオ／16：9／DCP、Blu-ray 上映／提供：IMX、クロックワークス／配給：クロックワークス 

公式サイト：http://dreamconcert.brokore.com ※9 月 24 日 OPEN ⓒ韓国演芸制作者協会 
 

待望の第２弾≫≫≫２０１１年１月、最速解禁!! 

KK−−PPOOPP  DDRREEAAMM  CCOONNCCEERRTT－－NNeeww  GGeenneerraattiioonn  ’’1100－－  
2010年開催の最新ライブ映像が早くも劇場公開決定!!  

情報解禁日について 
→本作の情報解禁は９月２４日（金）AM0:00 となります。 

情報の掲載に関しましては、２４日からの UPでお願いできますよう、よろしくお願い申し上げます 

【お問合せ】クロックワークス TEL.03-5720-7791／FAX.03-5720-7792／senden@klockworx.com 

IMX         TEL.045-640-5880／FAX.045-640-5881 

 

11/13（土）より全国ロードショー 

http://dreamconcert.brokore.com/
mailto:TEL.03-5720-7791／FAX.03-5720-7792／senden@klockworx.com


出演アーティスト＆楽曲（予定） 

 

※（ ）はイベント年度。韓国演芸制作者協会の許諾を得て、楽曲を抜粋したものを上映 

東方神起 
アジア最高峰の人気・実力を誇るトップスター、伝説の韓国凱旋ライヴ！ 

日本でもオリコン 1 位を獲得した代表曲をはじめ、本国でもテレビ放送されていない 

貴重なバラード楽曲、「Tonight」を本邦初公開！ 
 
♬ ”O” -正・反・合-  （2007） 

♬ Rising Sun  （2007＆2008） 

♬ Purple Line  （2008） 

 ♬ Tonight （2008） ※日本国内 TV放送なし 

 

SUPER JUNIOR 
歌だけでなく 13 名からなるメンバーそれぞれが MC やモデル、俳優とアジア全土で 

幅広い活躍を広げている韓国 No.1 エンターテインメントグループ。 

デビュー曲をはじめ、日本でもライセンス盤が発売されているタイトル代表曲を収録。 
 
♬ U （2007） 

 ♬ Don't Don  （2008） 

 ♬ Sorry ,Sorry／Remix.ver （2009）  

 

SS501 
歌手活動だけでなくリーダー、キム・ヒョンジュンが韓国版「花より男子」に花沢 類役として出演、 

2009 年 8 月には日本でも武道館ライヴを成功させるなど絶大な人気を誇る 5 人組グループ。 
 
♬ DEJA VU  （2008）  

♬ Fighter （2008） 

 

少女時代 
韓国が誇る美少女 9 人組ダンスボーカルグループ。本国で 9 週連続 1 位を記録した 

大ヒット曲「Gee」をはじめ、9 月 8 日(水)に発売された日本デビューシングル「願いを 

言ってみて(Genie)」の韓国語バージョンも収録！ 
 
♬ 少女時代  （2008） 

♬ 願いを言ってみて（Genie）／Remix.ver （2009） ※9/8 日本デビュー楽曲 

♬ Gee （2009） 

 

SHINee 
2008 年 5 月、同事務所である東方神起の弟分としてデビューした 5 人組コンテンポラ 

リーバンド。そのスタイリッシュな音楽性とビジュアルで、韓国のみならずアジア全土 

で高い人気を誇る。デビュー曲をはじめ、日本でもライセンス盤が発売された大人気 

タイトル楽曲を収録！ 
 

♬ お姉さんは本当に可愛い(Replay) （2009）  ※デビュー楽曲 

♬ ジュリエット／Remix.ver （2009） 
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Wonder Girls 
Rain(ピ)を手掛けたパク・チニョン プロデュースによる 5 人組ガールズグループ。 

大ヒット楽曲「Tell Me」は曲の人気と共に振り付けも話題となり、韓国全土で“Tell me 

シンドローム”を巻き起こした。 
 

♬ Irony  + Tell Me （2008） 

 

T-ara＆超新星 
2009 年 9 月に日本デビューを果たした人気 6 人組ダンスボーカルグループ超新星 

と同事務所の後輩 T-ara とのコラボレーション。日本でも同年に TTL というユニット 

名でデビューし、ファミリーレストラン・ガストの「韓国フェア」キャンペーンキャラクター 

となっている。 
 

♬ TTL／Listen.2 （2009）  

 

 ｆ（ｘ）   
2009 年 9 月に少女時代の妹分としてデビュー、今最もホットな多国籍ガールズダンス 

グループ。完成度の高い音楽と強烈なパフォーマンスで日本でもブレイク必須の注目株。 
 

♬ LA chA TA  （2009） ※デビュー楽曲 

 

4Minute   
“4 分間で観客を魅了する”というグループ名の通り、パワフルで妖艶なパフォーマンス 

に同年代の女性ファンを多く持ち、ファッションリーダーとしても注目を集める。 

2010 年 5 月に「Muzik」で日本デビューを果たし、以後ファンをどんどん拡大している。 
 

♬ Muzik ／Remix.ver （2009）  ※日本デビュー楽曲 

 
2AM   
2008 年 7 月デビューの 4 人組コーラスグループ。アイドル全盛の韓国において歌唱力 

で勝負する実力派で、その新人とは思えないほどの 4 人の美しいハーモニーが重なり 

あった歌唱力に日本でもファンが急増中。 
 

♬ 友だちの告白 （2009） 

♬ この歌 （2009） 

  

KARA   
親しみやすさが人気の 5 人組ガールズグループ。 

トレードマークとなった大ヒット曲「ミスター」のヒップダンスで人気を博す。 

8 月 11 日(水)に日本デビューシングルとしても発売され、オリコン週間ランキングで 

初登場 5 位にランクインするという快挙を達成。 
 
♬ ミスター（2009） 

♬ Wanna （2009） 

 

2NE1 
2009 年デビュー早々、同事務所である“BIGBANG の女性版”と称される程、今まで 

の女性歌手グループには感じられなかった強烈でパワフルな音楽とカリスマ性溢れる 

パフォーマンスで若者を中心に絶大な人気を誇る。 
 

♬ I Don't Care （2009） 

 

 

ⓒ韓国演芸制作者協会 

ⓒ韓国演芸制作者協会 

ⓒ韓国演芸制作者協会 

ⓒ韓国演芸制作者協会 

ⓒ韓国演芸制作者協会 

ⓒ韓国演芸制作者協会 

ⓒ韓国演芸制作者協会 



全国上映館  

 
 
北海道                                  群馬 
ユナイテッド・シネマ札幌                      ユナイテッド・シネマ前橋 

宮城                                    愛知 

MOVIX仙台                                        TOHOシネマズ名古屋ベイシティ                                                                                      
 新潟                                  109シネマズ名古屋 

ユナイテッド・シネマ新潟                               石川 
 東京                                          ユナイテッド・シネマ金沢 

TOHOシネマズ六本木ヒルズ                       大阪 
TOHOシネマズ日劇                           TOHOシネマズ梅田 

新宿バルト 9                                TOHOシネマズなんば 

ワーナー・マイカル・シネマズ板橋                   ワーナー・マイカル・シネマズ茨木 

神奈川                                  京都 
TOHOシネマズららぽ－と横浜                     TOHOシネマズ二条 
横浜ブルク 13                                兵庫 

TOHOシネマズ川崎                            TOHOシネマズ西宮 OS 

川崎チネチッタ                                         h広島 

ワーナー・マイカル・シネマズ海老名                  広島バルト 11 

ワーナー・マイカル・シネマズ新百合ヶ丘                岡山 

 千葉                                    MOVIX倉敷 
京成ローザ⑩                                 愛媛 

TOHOシネマズ市川コルトンプラザ                         シネマサンシャイン衣山 

埼玉  シ                                   福岡 

MOVIX さいたま                               ユナイテッド・シネマキャナルシティ 13 
ワーナー・マイカル・シネマズ羽生                     
茨城   
シネプレックスつくば 

栃木   

MOVIX宇都宮 

 

【数量限定】 特典付！全国共通前売券 
★詳しい情報は公式サイトにて随時更新！http://dreamconcert.brokore.com 

 

10月 1日（金）発売 

● 「History‘07～’09」＆「New Generation’10」特別ペア券 
※「History‘07～’09」（11月 13日公開）と「New Generation’10」（2011年 1月公開）の各 1枚ずつ 

 

劇場限定前売券 ￥4000（税込）

【豪華２大特典付！（非売品）】 

①特製クリアファイル 

②DREAM CONCERT‘10 

オリジナルポスター（非売品） 

10月１１日（月）発売 

● 「History‘07～’09」シングル券 
 

チケットぴあ＆サークル Kサンクス限定モバイル特典付前売券  ￥2000（税込） 

好きなアーティストのライヴ画像が選べる！DREAM CONCERT 特製待ち受け付き 

※全国 32館にて封切決定！ 

ブロコリ限定前売券 ￥6000（税込） 

【豪華２大特典付！（非売品）】 

①DREAM CONCERT 特製 T シャツ 

②特製カレンダー（非売品） 

※アジアエンタメサイト「ブロコリ」にて販売  http://www.brokore.com/ 

http://dreamconcert.brokore.com/
http://www.brokore.com/

