


本名：alan（アラン）

出身地：四川省康定市

原籍：美人谷（丹巴県）チベット民族

血液型：O型

星座：獅子座

卒業校：中国人民解放軍国防大学 首席卒業

演奏：二胡、ピアノ

avex China新人発掘オーディションで日本デビュー



「剣と騎士の伝説」のタイアップに抜擢

四川省美人谷出身のアーティスト

「レッドクリフ」「ステップバイステップ」
「フラワーサウザンドボーンズ」「犬夜叉」等の主題歌を担当

2年連続で香港映画賞の
オリジナル映画音楽アカデミー賞にノミネート

日本のオリコン週間シングルチャートで
最高記録を誇る中国出身のアーティスト

avex初の中国出身アーティスト

コスメブランド相宣本草、ファッションブラン
ドYishion、資生堂のモデルとしても活躍



★★★★★ 2006年9月、alanは大学在学中に第9回「上海アジア音楽祭」avax China新人

発掘オーディションに参加。優れた音楽リテラシーと淡麗な容姿でオーディションに

合格。avexから日本デビューの知らせを受け、avex初の中国出身の女性アーティストに

なりました。

avexは中国、台湾、米国、英国などに支社があり、中国支社には、刘徳華、王心凌、陳

冠希、光良、羅志翔、徐若瑄、何洁などが所属しています。日本のavexと契約を結び、

シングルリリースした中国人女性アーティストはalanのみです。

★★★★★ alanは、2007年11月21日にシングル「明日への讃歌」で日本デビューしまし

た。 avexは、ミュージックビデオに1500万円以上を投資。歌の雰囲気はメロディアスで、

アランのチベット民族独特の高音フェイクを駆使して歌い上げています。浜崎あゆみのサ

ウンドプロデューサーでもある菊池一仁がalanをプロデュース。

日本デビューシングルはあらゆる分野で賞賛されています。

alan·デビュー履歴



专辑



セカンドアルバム/
シンビジウム

ファーストアルバム/
ラブソング

デビュー１０周年記念アルバム/
十念



音楽ストリーミングサービス
「クーウォー」に最速で首位到達

中国運営のミニブログサイト
Sina Weiboシングル

フォロワー90,000

QQ音楽ピークリスト１位 Weibo 24時間ランキング１位 アジア新曲ランキング１位



alanとリャン・チャオバイ alanとフランシス・リー alanとユアン・ウェイレン

alanと坂本龍一 alanと和田薫 alanと谷村新司



2006年、第9回上海アジア音楽祭で２位にあたる銀賞を受賞しました
2009年、第28回香港アワードのベストオリジナルフィルムソングに「心・戦〜RED CLIFE〜」が
ノミネートされました。
2009年、9枚目のシングル「久遠の河」で日本オリコン週間シングルデイリーチャートで１位を獲得。
共に中国出身歌手として活躍するフェイ・ウォンを抜く10年ぶりの最高記録であり、日本のみならず
中国でも大きく報道されました。
2009年、「中国ゴールデンレコード賞」の「ベストフィルムアンドテレビアルバム」賞を受賞しました。
2009年の第29回「香港賞」で「ベスト・オリジナル・フィルム・ソング」賞にノミネートされました。
ノミネートされた歌：「大江は東へ 〜レッドクリフ〜」
2010年、「Music Radio Music」で「Media Recommended Album」中国大陸の最優秀賞を受賞しました。
2010年、香港ニュータウンラジオから「National Language Newcomer King」および「New Town 
Mandarin Power Song」賞を受賞しました。
2010年、中国動画サイトYouku「Red Man's List of the Year Index MV」賞を受賞しました。
2011年12月、「Rui Li」という雑誌の「The Most Beautiful Singer」賞を受賞しました。
2012年4月、CHANNEL V「Chinese List」で「Charming Star」賞を受賞しました。
2013年4月、中国の音楽ライブのストリーミングサービスYinyueの Vリスト授賞式にて
「内陸女性アーティスト」賞を受賞しました。
2014年3月、音楽配信サービスQQミュージックイヤーズゴールデンソング「蓦兰」
2016年4月、第4回Yinyue Vリスト年次映画歌「永遠の時代」



alanワールドツアー
2010年1月14日、Zepp名古屋 ワンマンライブ

2010年1月24日、昭和女子大学 人見記念講堂 コンサート

2010年1月31日、サンケイホールブリーゼ大阪 コンサート

2010年7月6日、第2回コンサート「alanシンフォニー2010」大阪公演

2010年7月23日、24日、第2回「alanシンフォニー2010」東京コンサート

2011年7月31日、人見記念講堂東京 コンサート

2014年5月24日、alanファミリービッグコレクション東京コンサート（2回）

2014年11月22日、alanアジアツアーコンサート、成都駅

2014年12月20日、alanシンフォン2014〜アジアの未来〜東京コンサート（2回）

2017年2月18日、alan「ベスト＆モア」ツアーコンサート・成都駅

2017年10月15日、alan「ベスト＆モア」ツアーコンサート



映画「レッドクリフ（上）」の主題歌「RED CLIFE〜心・戦〜」
映画「レッドクリフ（下）」の主題歌「久遠の河」
TVシリーズ「フラワーサウザンドボーンズ」の主題歌「Eternal Age」
TVシリーズ「ステップバイステップ」のテーマソング「執着」
TVシリーズ「Sheng Tang Magic Night」エンディング曲「Sighing Acacia」
TVシリーズ「ゴールデンジェイド」の主題歌「フェニックス」
TVシリーズ「ドラゴンゲートエスコート」「燃える3つの金」の主題歌
TVシリーズ「第22回結婚規則」エンディングソング「ホーム」
TVシリーズ「ニューラブエイジ」の主題歌「BABY BABY」
TVシリーズ「どうやってあなたに恋をすることができますか」主題歌「ヒョンシャドー〜鋭い光〜」
TVドラマ「中国の商人」のテーマソング「愛の方向を探して」
TVシリーズ「Dear them」プロモーションソング「I am so good」
バッグゲーム「Jianghu Rescue Mission」のテーマソング「not the world on live」

「ステップバイステップ」、「Golden Jade」、「フラワーサウザンドボーンズ」などの人気TV
ドラマのテーマソングに多数起用、「Queen of Movies and TV Songs」を手に入れました。



2008年 映画 レッドクリフ Part I 唄 RED CLIFF〜心・戦〜

出演者 金城武（カネシロ・タケシ）梁朝偉（トニー・レオン）張豊毅（チャン・フォンイー）張震（チャン・チェ

ン）林志玲（リン・チーリン）趙薇（ヴィッキー・チャオ） 中村獅童（ナカムラ・シドウ）

2009年 映画 レッドクリフ Part II -未来への最終決戦- 唄 赤壁 〜大江东去〜

出演者 金城武（カネシロ・タケシ） 梁朝偉（トニー・レオン）張豊毅（チャン・フォンイー）張震（チャン・チェン）

林志玲（リン・チーリン）趙薇（ヴィッキー・チャオ） 中村獅童 （ナカムラ・シドウ）

映画 ABALLAD 名もなき恋のうた 唄 BALLD〜名もなき恋のうた〜

出演者 草彅剛（SMAP）新垣結衣 武井証、夏川結衣、筒井道隆 香川京子 小澤征悦、中村敦夫 大沢たかお

テレビ 非婚同盟 唄 Liberty



2010年 テレビアニメ 犬夜叉完結編 唄 Diamond

ゲーム ゴッドイーター 唄 my life, Over the clouds

映画 必死剣鳥刺し 唄 風に向かう花

出演者 豊川悦司 池脇千鶴 吉川晃司

映画 桜田門外ノ変 唄 悲しみは雪に眠る

出演者 大沢たかお 長谷川京子 伊武雅刀 北大路欣也

映画(アニメ) Wake up!!TAMALA     唄 名もなき種

2011年 テレビドラマ 戦国疾風伝二人の軍師 秀吉に天下を獲らせた男たち 唄 愛は力

映画(アニメ) チベット犬物語 〜金色のドージェ〜 (藏獒多吉)   唄 ECHOES (中国語版は呼唤)

小説 裏閻魔 唄 eternal love 〜恋の花〜



アニメ映画「風のマントラ」主題歌「立ち去る」

アニメ「犬夜叉」主題歌「ダイヤモンド」

アニメ映画「チベットのパパ」主題歌中国語版「コール」

アニメ映画「高速鉄道ヒーロー」主題歌「DREAM EXPRESS〜ドリームスペース超緊急〜」エピソード「初恋〜初恋〜」

アニメーション映画「Qin Shimingの Dragon Miles」の歌「Remote Reunion」

モンスター映画「The Lost Eden」主題歌「The Lost Eden」

妖気アニメーション「The Spirit」テーマソング「Bathing Rebirth」

PSPゲーム「God Eater」タイトル曲「Over the clouds」エンディング曲「my life」

「剣と騎士の伝説」オンラインゲームの国際版のテーマソング「愛のために魔になる」

完璧な世界のモバイルゲーム「コンドルヒーローズ」主題歌「愛は遠くまで行かない」

Baiduモバイルゲーム「Qi Jian」テーマソング「Heaven and Earth Ask the Sword」

網易町マジックミュージックハンドツアー主題歌「ドラゴンガール」

「三国志」モバイルゲームのテーマソング「三国志」

天涯明月刀ナイフOLモバイルゲーム天刀神威门派のテーマソング「世界の果て」



オンラインゲーム「New Immortal Sword」
「愛のために魔になる」

オンラインゲーム「剣と騎士の伝説」
「love makes me a devil」

オンラインゲーム「剣を求める」
「天と地は剣を求めて」

オンラインゲーム「剣と騎士の伝説」
「愛は遠くまで行かない」

网游歌曲

「オンラインゲームの女神」の第一人者

アクションモバイルゲーム
「Overbearing the world」

網易町マジックミュージックモバイゲーム
「ドラゴンガール」



Ø 化粧品メーカー「相宜本草」ハーブレッド

セダムシリーズ

Ø シャープ携帯電話

Ø エプソンプリンター

Ø ボロロードドリームシリーズのクッキー

Ø ラブラビットシリーズ

Ø ファッションカジュアルブランドYishion

Ø 資生堂

Ø KFC朝食シリーズ

Ø トヨタワーファダブルエンジンビジネスカー



2012年、ルー・チュアン監督の

「鳥の巣とアトラクション」の主演として大規模ミュージカルに出演。

2016年、映画「The True Love Formula of Women」で趙麗穎と共演しました。



CCTV1：ドリームスターパートナー、ドリームフェスティバル、
クラシック永遠にうたわれる、咏叮叮;
CCTV5：グランドフィースト
CCTV6：光と影のスターポッドキャスト
CCTV11：世界の中国音楽リスト
湖南衛星テレビ：毎日上向き、小年夜晩会
江蘇衛星テレビ：世界を歌う、ランタンフェスティバル、金曲釣り
オリエンタルTV：ダンスフォレストカンファレンス
Z江衛星テレビ：星の秘密の部屋
北京衛星テレビ：中秋のイブニングパーティー、チャイニーズソン
グクラブ
深セン衛星テレビ：中国スーパーゴールデンベル賞、年代ショー
天津衛星テレビ：ナショナルカラー天翔
安hu衛星テレビ：全国演劇祭、スーパークリニック
四川省衛星テレビ：天珠の愛、中国のラブソングフェスティバル、
大Year日パーティー
貴州衛星テレビ：世界に聞かせて
重慶衛星テレビ：王の帰還
広東衛星テレビ：国立音楽祭
河北衛星テレビ：隣人の詩

多数のバラエティー番組と
リアリティ番組にオファー頂いております。

综艺邀约



alanは日本初の有名中国人歌手として注目を集め、日本滞在中に両国の外交活動に
何度も招待され、アジア諸国の架け橋として活躍。

• 2008年11月、在日中国大使館に招待され、2008年度中日青少年交換年閉会式に出席。
• 2009年3月5日、在中国中国大使館の招待で、大使館主催の国際女性デーディナーに出席し、
alanは映画「レッドクリフ」の主題歌を歌いました。
• 2009年9月、在日中国大使館により、主催した新中国建国60周年記念日の招待会に出席。

alan：日中友好交流

alanコンサートに崔天凱大使
から花束贈呈されました。

崔天凱大使にアルバムを贈呈
します。



温家宝首相に献花しました。

2009年9月29日
中国と日本の航行35周年の記念儀式に
招待されました。
2009年12月
中国の習近平副大統領が日本を訪れ、
alanは鳩山由紀夫首相が主催した歓迎
夕食会に招待されました。
2010年1月
alanワンマンコンサートに駐日中国大使
の崔天凯大使へ花束を贈呈、张爱平公使
はコンサートに出席されました。
2010年5月30日
温家宝首相は日本に訪問し、alanは歓迎
夕食会に招待されました。

2010年6月12日、中国と日本の文化の推進者として、上海万博での日本パビリオンデーの
パフォーマンスに出演し、中国語と日本語で2008年に「5.12四川大震災」のために作った
曲「愛就是手」を熱唱。

alan：日中友好交流



2018年新潟県観光大使任命







2018チベット貧困小学校への支援



2018年ロシアワールドカップのプロモーション



2017「全民消防」厚生活動広報担当



2016ヨーロッパチャンピオンシップの収録

中国聴覚医学開発財団-「オレンジバッグ」公共福祉プログラム

2016安徽衛星テレビで放送され、
ティーンエイジャーが注目する

「スーパークリニック」という番組に出演



2014ブラジルワールドカップの宴会に出演

2012年ロンドンオリンピック
プロモーションに参加

2015残留孤児支援の大使を務める



「四川を助ける愛」チャリティーパフォーマンス

祝
福
シ
ン
グ
ル

群
青
の
谷

2009年5月、
独自で作曲、作詞した「愛就是手」(中国語ver)という曲
をリリースし、収益をすべて被災地に寄付しました。
2010年5月、四川省「災害後の復興」のテーマ曲という
活動に参加し、「四川はまだ美しい」をレコーディング
しました。
2019年7月、チベット地域の慈善事業に参加し、チベッ
トの医療関係者のために賛美歌「Angel of White」を歌
いました。



2012年3月、中国のアーティストの代表として、
アジアのチャリティー写真展
「COLORS of HOPE」に参加し、
フェスティバルの収益はすべて日本の被災地に
寄付されました。

日本代表：浜崎あゆみ

中国代表：alan

韓国代表：キム・テヒ



2018年3月
TVシリーズ「紫禁城に散る宿命の妃」で唯一正式に認可された

イーフェイ栄養マスクを発売



SPACE ChengduとSPACE PLUS Groupの共同設立者



2013年12月
写真カレンダーリリース



2014年5月 中国郵便
「クラウドポストカード」



2014年11月のファースト
写真集をリリース

164ページの写真787mm * 1092mm 
alanは4000語を自筆



2016年6月2日セカンド
写真集をリリース



2016年12月
個人ブランド

lanlanmomokoを設立



ファッションバザール
ファッションコスモ

ジャレンなど

外見の美しさからファッション誌のオファーも多数。



Ø 歌曲

「明日の歌」http://y.qq.com/#type=song&mid=004AnCA60dor4J&tpl=yqq_song_detail

「呼ぶ」http://y.qq.com/#type=song&mid=0020zTI02oXYNI&tpl=yqq_song_detail

「私の月明かり」http://y.qq.com/#type=song&mid=001Pxa2g0BPMwt&tpl=yqq_song_detail

「 "食から出る」https://y.qq.com/n/yqq/song/002GOcLl3Cn6bX.html

「執着」http://www.xiami.com/song/1770462404?spm=a1z1s.6659513.0.0.ZFFaOv

「夢」http://y.qq.com/#type=song&mid=001pjes00pRAj0&tpl=yqq_song_detail

Ø MV:

（TVシリーズ「フラワーサウザンドボーンズ」主題歌）http://v.yinyuetai.com/video/2347947?f=SY-MVSB-QB-10

「Love Song」マイクロムービー版 http://www.yinyuetai.com/video/433331

「ロングリバー」（映画「レッドクリフ」のテーマソング）http://v.yinyuetai.com/video/1370

「阡陌」http://y.qq.com/y/static/mv/mv_play.html?vid=s0014e8a4d7

「蓦兰」 http://y.qq.com/y/static/mv/mv_play.html?vid=u0014jkeq9s

Ø シーン：

http://www.yinyuetai.com/video/87768 （二胡（日本語））

http://www.yinyuetai.com/video/117038 （浙江衛星テレビファッションフェスティバルのシーン「呼ぶ」

http://www.yinyuetai.com/video/34609 チベット日本語-東京コンサート）

http://tv.cntv.cn/video/VSET100188787553/85962d9683b2423084edf65b6f5dde41

（「水平に書かれた運命」グローバル中国の音楽リストにランキング）
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