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東京レインボープライド2016
フロート部門



第一部「始まりはたのしく、にぎやかに」
（第1～第8梯団）

パレードは最初が肝心。「前を歩く人が楽しんでないと始まらな
い！」ということで、第一部には装飾や音楽が特に華やかでたの
しく盛り上がりそうな選りすぐりの梯団を集めました。「やっぱりパ
レードはわいわい盛り上がりながら歩きたい！」という方はこちら
のグループがオススメです。

• BEYOND	  THE	  RAINBOW号 (TOKYO	  RAINBOW	  PRIDE)
• Tokyo	  Gay	  Night	  メンミクアプリフロート (TGN-‐Tokyo	  Gay	  Night-‐)
• JUERIAS	  FLOAT~weddingmarch	  for	  LGBT~	  (JUERIAS	  LGBT	  Wedding)
• AIG	  Japan	  LGBT	  &	  Allies	  Rainbow	  ERG (AIG	  Japan	  LGBT	  &	  Allies	  Rainbow	  ERG)
• We	  are	  Fabulous	  Queers! (TOKYO	  RAINBOW	  PRIDE)
• Amaranth	  “THE	  CARNIVAL	  WAGON” (アマランスラウンジ)
• レインボー旅一座～虹はどこにでも架かっている～ (TOKYO	  RAINBOW	  PRIDE)
• GO!GO!	  27GO!号(27GO!	  Project)



今年で東京のパレードが５年連続となり
ます。５年間続く中で、全世界津々浦々
からセクシャリティーを問わずご参加い
ただけるようになりました。今後も、東京
レインボープライドはセクシャリティーと
国境を超えてアジア、世界と手を重ねて
いたいと思っています。そんな気持ちを
胸に、"みんな"で、ブラス！の楽しげな
音と一緒に歩きましょう。
Beyond the Rainbow!

BEYOND	  THE	  RAINBOW号



ハッピーなゲイライフを送っている僕
らがいることを沿道にアピールするた
めに陽気なダンスミュージックに乗せ
て歩いて踊りましょう！

DJ:TeamMENMIC GOGO:TAKA 

DQ：シモーヌ深雪、バビ江ノビッチ

TRPスタッフより

東京ゲイナイトとメンミクアプリのフ
ロートが今年も登場です！ノリノリの
音とパフォーマンス、DJ・GOGO・
DRAGQUEEN。盛り上がること間違い
なしなフロートです！ゲイの人も、そ
うでない人も！皆で盛り上がって渋
谷の街を楽しく歩きましょう！！

Tokyo	  Gay	  Night	  
メンミクアプリフロート



Juerias	  LGBT	  Wedding
「沢山の人が愛する人との結婚を夢に持ち、希望に満ち溢
れた未来を描けるように」そんな思いを込め、『
LGBTWedding』をテーマに掲げ歩きます！ガーデンウエデ
ィングをイメージし、開放的で緑やお花いっぱいの装飾。音
楽は定番のウエディングソングを、DJ RYUがパレードスペ
シャルアレンジmixでお届けします。フロートに乗るのはタ
キシード×タキシード、ドレス×ドレスの衣装に身を包んだ
ゲイカップルとレズビアンカップルのモデルたち。シャボン
玉マシーンで幸せのおすそ分けもお届けします。まるで、
結婚式に招待された参列者のような気分を味わいながら、
様々な愛の形をみんなで祝福しましょう！セクシャリティ関
係なく、どなたでも楽しんでいただけます〜

参加を楽しむには
当日、［結婚式］をイメージした服装で来ていただけると、ジ
ュエリアスフロートとの一体感をより感じられて楽しんでい
ただけると思います！ドレスアップしたり、スーツでビシッと
決めたり、ブーケや花冠などのアイテムを持参したり、何で
も構いません！もちろん、強制ではないので、普段の私服
など自由な格好で参加していただいて大いに結構ですの
で、お気軽にご参加くださいね♪

TRPスタッフより
LGBTウェディングに興味を持っている皆様、ＪＵＥＲＩＡＳ Ｆ
ＬＯＡＴとご一緒しませんか？素敵なウェディングマーチに
包まれて、それぞれの夢を叶える一歩を進めましょう☆



AIG	  Japan	  LGBT	  &	  Allies	  Rainbow	  
ERG
AIG	  JapanはLGBTもAllyも自分らしく働き
ながら、自身の能力を最大限に発揮で
きる職場環境作りを目指しています。

参加を楽しむには
AIGブルーの旗やTシャツを見つけたら、
是非応援お願いします！

TRPスタッフより
LGBT当事者もそうでない方も、一丸と
なってより良い職場環境作りに取り組
まれている企業の方々の梯団です。
こういった動きが今後ますます広がる
ことを願いつつ、楽しみながら歩くの
はいかがでしょうか？



かつてストーンウォールでプライドへの道
を切り開いたドラァグクイーンや同性愛者
がいました。かれらは、めちゃくちゃになっ
た路上であっても輝いていました。今回は、
「前進する人はどんな場所でも輝ける」を
モットーに、かれらの思いのかけらをド派
手にお届けします。さあ、みんなで、一緒
に”We are fabulous queers!”を合言葉に盛
り上がりましょう。

参加を楽しむには
声を大にして、「We are Fabulous Queers!」
と唱えてみよう！そうすればあなたも自ず
と輝くこと間違いなし！

We	  are	  Fabulous	  Queers!



Amaranth	  
THE	  CARNIVAL	  WAGON

[アマランスラウンジ]は代官山にあるドラァグクィーンと
バーレスクダンスのショーラウンジ。あらゆるセクシャリ
ティーのお客様をお迎えしております。 その総力(意地と情
熱、見栄と愛)を結集し 当店のパレードフロート[アマラン
ス・ザ・カーニバル・ワゴン]は、[輝く！東京レインボープラ
イド]3年連続3回目の出場です。 今年も店主の私[レジー
ヌ]とエレガントな友人達がクィーン魂とハンドメイド・ソウル
を燃やして[どこより一番目立つフロート]を目指します！
派手・ギラッ・ファビュラスな総天然色総手作りのフロートに、
ゴージャス・クィーンがてんこ盛り！ スピーカーから鳴り響
くテイスト丸出しミュージック！ どなたもウェルカム！ハッ
ピーでラッキーでスウィートな、美と誘惑のバンドワゴン！
晴れやかな祝祭のこの日、LGBTである誇りと歓びを胸
いっぱいに感じて、陽の当たる大通りを今年も一緒に歩き
ましょう！

TRPスタッフより
これぞ「ザ・パレード！」というフロートです。フロートの造形
の美しさと弾ける祝祭感は公募フロートの中でも第1級で
す。アマランスの主、奇才マダムレジーヌが織りなす造形
美を是非ご堪能ください。



このフロートではレインボーウィークの締めくくりとして、「私たちは
どこにでもいる！」というメッセージを旅芸人一座の面々が、楽し
げなジャズのサウンドにほんの少し切なさのスパイスをかけてお
届けします。この一週間の東京レインボーウィークのイベントで出
会えた様々な思いを是非、メッセージとして発信してください。もち
ろん、ただ単に楽しげなフロート、音楽を楽しみながら歩くのも大
歓迎！

参加を楽しむには
このフロートのテーマカラーは赤です。何か赤いものがあると、一
体感を楽しめるかもしれません。赤いTシャツ、赤い缶バッジなど。

レインボー旅一座
〜虹はどこにでも架かっている〜



今日はパレード！愛する人と堂々と手を繋
いじゃおう！カップルさんもシングルさんも
歌って踊って楽しもう！セクマイアイドル
NSM=さんや27GO!のツナコが盛り上げま
す！

27GO!についてはこちら→27go.jp

参加を楽しむには
27GO!ブースで配布するレインボーリストバ

ンドを着けて、みんなで歩きましょう！
（フロート参加者には全員分配布します！）

TRPスタッフより
これまで東京レインボーウィークを盛り上げ
てきた27GO!プロジェクトさんが満を持して
パレードに進出！パレードというハレの日
こそ、周りを気にせず、みんなで手を27GO!

GO!GO!	  27GO!	  号



第二部「伝えたい、想いがあります」
（第9～第13梯団）

にぎやかに盛り上がるだけではなく、日頃の想いをメッセージとし
て発信できるのもパレードの醍醐味です。第二部には、訴えかけ
るメッセージが特に強い梯団をセレクトしました。「せっかくのパ
レードの機会。どうしても伝えたいメッセージがある！」という方は
こちらへどうぞ！

• Let’s	  MAZEKOZE(一般社団法人 Get	  in	  touch）

• まい・まい・まーち~minority’s	  my	  march~	  (にじいろ学校&虹色エンターテイメント）

• Power	  of	  Education~自分らしくいられる未来をつくろう！~	  (Revo∞Link)

• LGBT	  ファイナンス (LGBT	  ファイナンス)

• OUT	  IN	  JAPAN	  (OUT	  IN	  JAPAN)



Let’s	  MAZEKOZE

誰も排除しない排除されない「まぜこぜの社会」を
目指すGet in touchのフロートは4/2の
WarmBlueDayに合わせて、みんなで楽しくブルーに
ペイントしちゃったトラック！Get in touchのテーマソ
ングにのせて、みんなで歩きましょう！さあみんな
でLet's MAZEKOZE!

参加を楽しむには
ブルーのトラックに合わせて、ブルーアイテムを！

TRPスタッフより
テーマに感動しました！『まぜこぜ』の社会ってきっ
と素敵な社会ですよね。フロートは被災地で活躍し
た軽トラックを『まぜこぜ』な色んな人達でペイントし
た車両をTRPに向け装飾を加えたもの。それだけで
も必見ですよ！！沢山の人の色んな想いが詰まっ
たフロートでLet's MAZEKOZE!!!



まい・まい・まーち
〜minority’s	  my	  march〜

十人十色(赤橙黄緑青紫白灰黒桃)のフロートです！あなた
の色と一緒にのカラフルなフロートを作り、パレードを楽しみ
ましょう♪

参加を楽しむには
パンセクシャル、アセクシャル、Xジェンダー、ジェンダークィ
アのそれぞれのシンボルカラーのフラッグを持って参加しよ
う！

TRPスタッフより
LGBTという括りだけでなく、色んなセクシャリティがあって、

それぞれを主張していい、そんなフロートですね。会場売店
にてレインボーフラッグを販売しています。これを持ってパレ
ードを楽しみませんか？



Power	  of	  Education
～自分らしくいられる未来を作ろう！～

教える人(先生)も、教わる人 (学生)も、見守る人(保護者・地域
の方)も！学校に限らず「教育・子ども」に関わる方々ならセク
シャリティ不問！のフロートです。
1 クラスに 1 人、先生も含めて大人たちの中にも LGBT の人
はいます。私たちが楽しそうに歩く姿を見せることで、 LGBT 
で将来に不安を感じている子どもたちが生きる希望をもてるよ
うなフロートを一緒につくりましょう！また、いろいろな状況下で
声を上げられない LGBT の大人や先生にも、勇気をもってもら
えるようなフロートにもしたいと考えています。このフロートが
教育、そして誰もが「自分らしく」いられる未来を作るきっかけ
になるよう、みんなで一緒に歩きましょう！音楽などはかけず、
みんなでする形のフロートになります。参加される方はぜひ子
どもや教育へのメッセージを掲げながら歩いてください！そし
て同じフロートに参加された方とt話しをして、何かの繋がりや
きっかけづくりに役立ててください。

参加を楽しむには
『黒板』がアイテムです！準備ができる方は、小さい黒板にあ
なたのメッセージを掲げて、一緒に歩きましょう！

TRPスタッフより

私も参加したい‼と思うほど、重要な役割を担うフロートの１つ
です。黒板にあなたの熱いメッセージを、書いて水や空気が
あるように、ごく自然に当たり前に、そしてグングンと天に昇
るように楽しんでみてはいかがですか？



LGBT	  ファイナンス

LGBTファイナンスは、金融機関で働く
LGBTの社員の個性を尊重し、支援する
職場環境を作り出すと共に、LGBTコミュ
ニティを取り巻く課題への意識向上を目
的として設立されました。今年も、東京レ
インボープライド2016を応援します。
LGBTもそうでない人も、だれでも参加可
能です。LGBTが働きやすい職場になる
ために応援したい方、ぜひ一緒に歩きま
しょう。

TRPスタッフより
多様性を尊重する金融機関13社が集まり、
今年もLGBTファイナンスとして歩きます。
グローバルに広がる従業員ネットワークが
持つ、その強力なチームワークを見せてく
れるでしょう。



日本で暮らすセクシュアル・マイノリティのポートレートを撮影し、5
年間で10,000人ギャラリーを目指すプロジェクト。昨年4月から
Leslie Keeが撮りおろしてきた当事者、企画を支えるボランティアや
企業スタッフを中心に、希望者が誰でも参加できるフロートです。

TRPスタッフより
認定NPO法人グッド・エイジング・エールズが企画・運営する「OUT 
IN JAPAN」が初参加。国内各都市で撮影会を催してきた彼らが、ど
んなフロートを目論んでいるのか。そのプレゼンテーションに期待！

OUT	  IN	  JAPAN



第二部「いつもありがとう。これからもよろしくね 」
（第14～第18梯団）

5年間パレードを続けるにあたって、当団体は多くのフロート出展
者の方々に支えられてきました。そのことに感謝と敬意を示す意
味で、長らく当団体を支えてくれた梯団に最後を飾っていただき
ます。「もはや定番となったあのフロートに参加したい！」という方
はこのグループに参加しましょう！

• Happy	  Birthday,	  Tobe!	  Step	  forward,	  Tobe!	  (TOKYO	  RAINBOW	  PRIDE)

• AIDS	  IS	  NOT	  OVER〜エイズは、まだ終わっていない
WE'RE	  ALREADY	  LIVING	  TOGETHER. (MSM首都圏グループ )

• TOKYO	  NO	  HATE	  (NO	  HATE	  FESTIVAL)

• Happy	  Rainbow,	  Spindle+	  (Spindle+)

• GRAMMY	  TOKYO	  (GRAMMY	  TOKYO)



東京レインボープライドも５周年を迎え、
TRPキャラクターのトビーも５歳になりま
した！！トビーが住む自然豊かな森や
公園をイメージした装飾で音楽は子供か
ら大人まで歌えて、楽しめる、誰でも知っ
ているアニソンや童謡をまとめました。
お子様連れの方大歓迎！「５年間ありが
とう。そしてこれからもよろしく。」という気
持ちがこもったフロートです。５歳を迎え
たトビーをみんなでお祝いしましょう！

参加を楽しむには
このフロートのために、物販とコラボT
シャツを作りました。よければ是非着て
歩いてください。

Happy	  Birthday,	  Tobe!
Step	  forward,	  Tobe!



AIDS	  IS	  NOT	  OVER〜エイズは、まだ終わっていない
WE'RE	  ALREADY	  LIVING	  TOGETHER.

厚生労働省の統計では、毎年、新たに約１５００
人のHIV陽性を知る人たちがいます。AIDS IS 
NOT OVER、エイズとの闘いはまだまだ続きま
す。HIV／AIDSと私たちはすでに一緒に暮らし
ていること、これからも啓発を地道に続けていく
必要があることを、アピールしつつ、歩きたいと
思います。HIVを持っている人も、そうじゃない人
も、人気のGOGO BOYと一緒に楽しく歩きましょ
う。Facebook ：AIDS is NOT OVER

参加を楽しむには
ブースでオリジナルTシャツとバッジを販売。

TRPスタッフより
昔は死に至る病であったAIDSも、多くの人の努
力のおかげで死に至る病ではなくなりつつあり
ます。AIDSが死の病であった時代を生き抜いた
人も、そうではない現代に生まれ育っている人
も、このフロートで一緒に楽しみながらHIVのこと
に少し思いを馳せてみませんか。



TOKYO	  NO	  HATE

反レイシズムのパレード「東京大行
進」が、TOKYO NO HATE 
FESTIVAL にパワーアップ。東京の
路上から沸き起こる "NO HATE" 
の声を虹色のエネルギーに接続し
ます。

TRPスタッフより
息長く、地道に差別に立ち向かう活
動をされているTOKYO NO HATEの
皆さんが、今年も一緒に歩いてくださ
います。少し背中を押された気持ちで、
一緒に”NO HATE”の声をあげてみ
ませんか？



Happy	  Rainbow,	  Spindle+！

地方にいる人も、都内にいる人も。カップ
ルも、シングルも。LGBTも、Allyも。みん
なの個性が集まって描く、大きな虹にあな
たも一緒に参加しませんか？ Spindle+は
、あなたがあなたらしく生きていくための「
L向けコミュニケーションアプリ」です。待
望のAndroidバージョン近日リリース予定
！

参加を楽しむには
パレード時、スピンドルのロゴが載ったレ

インボーフラッグをお配りします。

TRPスタッフより
Spindle+ Girlsがプロデュースのハッピー
なフロートです。Lガールズだけでなく、セ
クシュアリティを超えた出会いがきっとあ
るはず。アプリと同じでどんな出会いがあ

るのか見逃せません。



GRAMMY	  TOKYO

日本初！日本最大！！
FTMクラブイベント GRAMMY TOKYO
FTMをクールに楽しもう！『ボーダーレス』をコン
セプトに様々な企画を、展開するプロデュースチ
ーム。東京を中心に、活動中。自分らしさを楽し
んでいる！または楽しみたい！GRAMMY 
TOKYOは、そういった全ての人を応援していま
す。

参加を楽しむには
パレード当日には、風船・スッテカー配布予定

TRPスタッフより
今あるものに縛られる事なく、自分らしくある事
を楽しんでいる事が、どのイベントに行っても、
感じる事が出来るそんな印象でした。非言語で
音と温度を感じたいのであれば、このフロートで
得る事ができるのではないでしょうか。個人的に

イケメン（イケてるメンツ）が多くてlovely！


