2022 年 10 月 20 日

ねじ式さんトークイベントやボカロ曲のライブも開催

「初音ミクとヤマハのレトロフューチャー」
2022 年 10 月 21 日（金）～12 月 26 日（月）
株式会社ヤマハミュージックリテイリングは、初音ミクとヤマハの楽器をテーマとしたイベント「初音ミクと
ヤマハのレトロフューチャー」を、2022 年 10 月 21 日（金）から 12 月 26 日（月）まで、ヤマハの楽器店 3 店（大
阪・名古屋・銀座）で開催します。

ヤマハの音声合成技術「VOCALOIDTM」から生まれた初音ミクは、クリプトン・フューチャー・メディア株式会
社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができるソフトウェアです。大勢のクリエ
イターが初音ミクで音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。キャラク
ターとしても注目を集め、グッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がって
います。
このたび、ヤマハミュージック 大阪なんば店、ヤマハミュージック 名古屋店、ヤマハ銀座店では、「初音ミ
クとヤマハのレトロフューチャー」と題し、初音ミク、鏡音リン、鏡音レン、巡音ルカのモチーフとなったヤマ
ハの楽器の展示をします。バーチャル・シンガーのイラストとともに、1980～2020 年代を辿る内容です。
そのほか、ヤマハミュージック 名古屋店、ヤマハ銀座店では、ボカロ P として活躍するねじ式さんが楽曲制
作について語るトークイベントや、ボーカロイドサウンドが楽しめるインストアライブを行います。

＜「初音ミクとヤマハのレトロフューチャー」概要＞
●スケジュール
ヤマハミュージック 大阪なんば店
展示「初音ミクとヤマハのレトロフューチャー」
展示「歴代ボーカロイドキーボード・ボーカロ
イドパッケージ」

10 月 21 日（金）～11 月 6 日（日）11:00～18:30

ヤマハミュージック 名古屋店
展示「初音ミクとヤマハのレトロフューチャー」
展示「歴代ボーカロイドキーボード・ボーカロ
イドパッケージ」

11 月 16 日（水）～28 日（月）11:00～18:30

トークイベント「CUBASE × ねじ式 『ボカロ P
が教える DTM 入門講座！』」

11 月 27 日（日）13:00～13:45

ボーカロイドキーボード インストアライブ

11 月 27 日（日）12:00～12:20、15:00～15:20
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ヤマハ銀座店
展示「初音ミクとヤマハのレトロフューチャー」
展示「歴代ボーカロイドキーボード・ボーカロ
イドパッケージ」

12 月 14 日（水）～26 日（月）11:00～18:30

トークイベント「CUBASE × ねじ式 『ボカロ P
が教える DTM 入門講座！』」

12 月 24 日（土）13:00～14:00

デジタルサックス＆Venova(ヴェノーヴァ)
インストアライブ

12 月 24 日（土）12:10～12:25／15:30～15:45

※「CUBASE × ねじ式 『ボカロ P が教える DTM 入門講座！』」の観覧は予約が必要です。
※11 月 27 日（日）開催「CUBASE × ねじ式 『ボカロ P が教える DTM 入門講座！』」は、以下のヤマハミュー
ジックリテイリング公式 YouTube チャンネルでライブ配信します。ライブ配信の予約は不要です。
▼「CUBASE × ねじ式 『ボカロ P が教える DTM 入門講座！』」視聴ページ
https://youtu.be/FtEOW3ovKJc
●内容
展示「初音ミクとヤマハのレトロフューチャー」
初音ミク、鏡音リン、鏡音レン、巡音ルカのモチーフとなったヤマハの楽器を展示
します。

展示「歴代ボーカロイドキーボード・ボーカロイドパッケージ」
“歌を演奏する楽器”として 2017 年に誕生したボーカロイドキーボードと、これ
まで発売されたボーカロイドのソフトウェアの歴代のパッケージを展示します。
※クリプトン・フューチャー・メディア株式会社以外のボーカロイド製品も展示し
ます。

トークイベント「CUBASE × ねじ式 『ボカロ P が教える DTM 入門講座！』」
ボカロ P のねじ式さんが、ボカロ曲ができあがるまでの過程を即興で曲作りをし
ながら解説します。愛用の音楽制作ソフト「Cubase」による作曲やレコーディン
グなどの実演も行います。
※ヤマハミュージック 名古屋店、ヤマハ銀座店で開催します。

インストアライブ
人気のボカロ曲を最新の楽器で演奏します。ヤマハミュージック 名古屋店では
ボーカロイドキーボード、ヤマハ銀座店ではデジタルサックス「YDS-150」とカジュ
アル管楽器「Venova（ヴェノーヴァ）」のサウンドで楽しめます。
※ヤマハミュージック 名古屋店、ヤマハ銀座店で開催します。店舗により、演奏
する楽器が異なります。
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●プレゼントキャンペーン
Twitter フォロー＆ツイート オリジナルクリアファイルプレゼント
各店店内の「初音ミクとヤマハのレトロフューチャー」に関連する写真を募集します。
Twitter に投稿された方に、バーチャル・シンガーがデザインされたオリジナルクリ
アファイルをプレゼントします。
期間
：ヤマハミュージック 大阪なんば店 10 月 21 日（金）～11 月 6 日（日）
ヤマハミュージック 名古屋店
11 月 16 日（水）～28 日（月）
ヤマハ銀座店
12 月 14 日（水）～26 日（月）
投稿方法：ヤマハミュージックリテイリングの Twitter アカウントをフォロー
ハッシュタグ「＃ヤマハミュージック」を付けて、写真を投稿
※画面を店舗スタッフに提示し、プレゼントをお受け取りください。

楽器を購入された方に、オリジナルクリアファイル／ステッカーをプレゼント
「初音ミクとヤマハのレトロフューチャー」開催店舗で期間中、ショルダーキーボード sonogenic「SHS-500」
「SHS-300」、カジュアル管楽器「Venova」、デジタルサックス「YDS-150」を購入された方に、イラストレー
ターのシソさん描き下ろしのイラストをプリントしたクリアファイルやステッカーをプレゼントします。
期間

： ヤマハミュージック 大阪なんば店

10 月 21 日（金）～11 月 6 日（日）

ヤマハミュージック 名古屋店

11 月 16 日（水）～28 日（月）

ヤマハ銀座店

12 月 14 日（水）～26 日（月）

購入特典： ショルダーキーボード sonogenic「SHS-500」「SHS-300」
「sonogenic×KAITO / MEIKO」クリアファイル
カジュアル管楽器「Venova」、デジタルサックス「YDS-150」
「Venova×巡音ルカ」ステッカー

「Venova×巡音ルカ」ステッカー

「sonogenic×KAITO / MEIKO」

Art by シソ©Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

イベント・キャンペーンの詳細は、以下の Web サイトをご確認ください。
http://www.yamahamusic.jp/shop/event/hatsune-miku_retro-future

＜店舗概要＞
ヤマハミュージック 大阪なんば店（大阪府大阪市西区南堀江 1-2-13） ※火曜定休
https://www.yamahamusic.jp/shop/osaka-namba
ヤマハミュージック 名古屋店（愛知県名古屋市中区錦 1-18-28） ※火曜定休
https://www.yamahamusic.jp/shop/nagoya
ヤマハ銀座店（東京都中央区銀座 7-9-14） ※火曜定休
https://www.yamahamusic.jp/shop/ginza
最新の営業情報は各店の Web サイトをご確認ください。
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＊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
https://inquiry.yamaha.com/contact/?act=1019&lcl=ja_JP
■ 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リテイリング 名古屋店 1 階 ブランド体験フロア
TEL. 052-687-9002
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