2020 年 11 月 24 日

どなたでも気軽に楽器体験ができる

「初音ミク『マジカルミライ 2020』」ヤマハ楽器体験ブース出展のご案内
11 月 27 日(金)～29 日（日）インテックス大阪、12 月 18 日（金）～20 日（日）幕張メッセ
株式会社ヤマハミュージックジャパンは、2020 年 11 月 27 日（金）から 29 日（日）まで大阪、12 月 18 日（金）
から 20 日（日）まで東京で開催される「初音ミク『マジカルミライ 2020』」に出展します。
「初音ミク『マジカルミライ』」は、初音ミクなどのバーチャル・シンガーの 3DCG ライブと、創作の楽しさを
体感できる企画展を併催したイベントで、2013 年から毎年開催しています。
当社は、初音ミクとコラボレーションしたウェブキャスティングミキサーの発売をきっかけに、2015 年からさ
まざまな形で協賛しています。今年は、どなたでも気軽に楽器体験ができる「ヤマハ楽器体験ブース」を出展。
ブース内で体験できる楽器、イベントの詳細をお知らせします。

▼初音ミク「マジカルミライ 2020」ヤマハ展示情報
https://jp.yamaha.com/services/touch_try/magicalmirai_2020/index.html

＜「初音ミク『マジカルミライ 2020』」概要＞
名称：初音ミク「マジカルミライ 2020」
【大阪】 初音ミク「マジカルミライ 2020」in OSAKA
日程：2020 年 11 月 27 日（金）～29 日（日）
会場：インテックス大阪 3 号館・4 号館・5 号館 A（アクセス：https://www.intex-osaka.com/jp/access/）
企画展チケット：500 円（税込）
ライブチケット詳細：https://magicalmirai.com/2020/osaka/ticket.html#ticket_live
【東京】 初音ミク「マジカルミライ 2020」in TOKYO
日程：2020 年 12 月 18 日(金）～20 日（日）
会場：幕張メッセ 国際展示場 9・10・11 ホール（アクセス：https://www.m-messe.co.jp/access/）
企画展チケット：500 円（税込）
ライブチケット詳細：https://magicalmirai.com/2020/tokyo/ticket.html#ticket_live
主催：東京メトロポリタンテレビジョン株式会社、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社
公式サイト：https://magicalmirai.com/2020/
■一般の方のお問い合わせ先
株式会社ヤマハミュージックジャパン ヤマハミュージックメンバーズ事務局
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＜出展概要＞
■参加費：全て無料
※会場への入場料（企画展チケット or ライブチケット）は必要

【大阪】 初音ミク「マジカルミライ 2020」in OSAKA
〇バント体験会：ドラム、エレキギター、ベース、エレクトーンをバンド形式で体験

※楽器未経験者可

11 月 28 日(土) 12:00～13:00、14:30～15:30、17:00～18:00
11 月 29 日(日) 11:00～12:00、13:00～14:00、16:00～17:00
※混雑を避けるため、開始・終了時間を変更する可能性あり

○エレクトーン＆サクソフォン・ヴェノーヴァ商品デモンストレーション
11 月 28 日(土) 11:00～11:30、13:00～13:30、15:30～16:00
11 月 29 日(日) 12:00～12:30、14:30～15:00、17:00～17:30

○即売会＆試奏体験会：気軽に楽しめる楽器（ボーカロイドキーボード、ソノジェニック、ヴェ
ノーヴァ）を体験

※購入者には「マジカルミライ 2020」 限定のノベルティを進呈

11 月 27 日(金) 10:00～18:30

（体験会は 18:00 まで）

11 月 28 日(土) 10:00～18:30

（体験会は 18:00 まで）

11 月 29 日(日) 10:00～18:00

（体験会は 17:30 まで）

○楽器無償モニターアンサンブル体験会

※参加者募集は終了

11 月 28 日(土) 13:30～14:30
11 月 29 日(日) 10:00～11:00

【東京】 初音ミク「マジカルミライ 2020」in TOKYO
〇バント体験会：ドラム、エレキギター、ベース、エレクトーンをバンド形式で体験

※楽器未経験者可

12 月 18 日(金) 11:00～12:00、13:30～14:30、16:00～17:00
12 月 19 日(土) 12:00～13:00、14:00～15:00
12 月 20 日(日) 12:30～13:30、14:00～15:00、16:30～17:30
※混雑を避けるため、開始・終了時間を変更する可能性あり

○エレクトーン＆デジタルサックス商品デモンストレーション：エレクトーンと秋の新商品デジタルサッ
クスで競演
12 月 18 日(金) 12:30～13:00、14:30～15:00、17:00～17:30

※生配信あり

12 月 20 日(日) 10:30～11:00、13:30～14:00、15:00～15:30

○即売会＆試奏体験会：気軽に楽しめる楽器（ボーカロイドキーボード、ソノジェニック、ヴェ
ノーヴァ）を体験

※購入者には「マジカルミライ 2020」 限定のノベルティを進呈

12 月 18 日(金) 10:30～19:00

（体験会は 18:30 まで）
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12 月 19 日(土) 10:30～19:00

（体験会は 18:30 まで）

12 月 20 日(日) 10:30～18:30

（体験会は 18:00 まで）

○楽器無償モニターアンサンブル体験会

※参加者募集は終了

12 月 18 日(金) 15:00～16:00
12 月 19 日(土) 11:00～12:00、15:30～16:30
12 月 20 日(日) 11:00～12:00、15:30～16:30

○マジカルリレーパフオーマンス real：楽器を持った複数の参加者が人気ボカロ曲「Calc.」に合わせて
"当て振り"を行う姿をリレー形式で収録し、PV 風の映像作品を作成するチャレンジ企画
12 月 19 日(土) 10:00～11:00、13:00～14:00、17:00～18:00
※下記 Web サイト内の応募フォームで事前申し込みが必要、12 月 6 日（日）23:59 まで受付
https://jp.yamaha.com/services/touch_try/magicalmirai_2020/performance_real/index.html

＜Web 限定イベント＞
○マジカルリレーパフォーマンス web
初音ミクやボーカロイドと同じくらい楽器好きな人のベストショット写真を募集、初音ミクのオリ
ジナル楽曲「Tell Your World」の BGM に合わせてスライドショーのように編集し、1 本の動画に仕上
げます。プレイヤーになり切って PV 出演している雰囲気が楽しめる気軽な“モザイク動画”プロジェ
クトです。
※下記 Web サイト内の応募フォームで事前申し込みが必要、11 月 29 日(日) 23:59 まで受付
https://jp.yamaha.com/services/touch_try/magicalmirai_2020/performance_web/index.html
※動画公開予定日：2020 年 12 月 10 日(木) 12:00
※マジカルミライ 2020 東京会場「ヤマハ楽器体験ブース」でも随時公開

＜新型コロナウイルス感染予防対策について＞
来場者に安心して参加いただけるよう下記のとおり感染防止対策を徹底します。
・当社実証実験に基づく独自の安全基準により楽器消毒します。
・密を避けるため奏者間にアクリル板を立てます。
・スタッフは全員マスクとフェイスガードを装備します。
・イベントは行列を避けるため完全予約制にしています。
＊文中の商品名、社名等は当社や各社の商標または登録商標です。
＊掲載情報はすべて発表日現在のものです。発表日以降に変更となる可能性もありますので予めご了承ください。
■ 報道関係の方のお問い合わせ先
株式会社ヤマハミュージックジャパン 事業企画部 事業企画課
TEL. 03-5488-1674
■ 一般の方のお問い合わせ先
株式会社ヤマハミュージックジャパン

ヤマハミュージックメンバーズ事務局

https://inquiry.yamaha.com/contact/?act=1020&lcl=ja_JP
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