
 

 

2021年４月 13日 

各  位 

 

会 社 名 株式会社エムアップホールディングス  

（コード番号：3661 東証第一部） 

 

音楽原作キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク」 

Hypnosis Flava@Mixalive TOKYO 開催ならびにチケプラにて電子チケット販売開始のお知らせ 

 

株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤宏一郎）の連結子会社で

あり音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社 Fanplus（所在地：東京都渋谷区、代表取締

役：佐藤元）と、電子チケット事業やチケット二次販売「チケプラトレード」を運営する株式会社 Tixplus

（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：池田宗多朗）は、５月 21日（金）～７月 31 日（土）で開催される

「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」と池袋にある LIVE エンターテインメントビル「Mixalive 

TOKYO」のコラボレーションイベント『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Hypnosis Flava（ヒプノ

シスフレイヴァ）@Mixalive TOKYO』（以下『Hypnosis Flava』）のチケット販売及び一部イベントにて・

「チケットトレード」が採用されたことを、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

 
 
本イベントはヒプノシスマイクの原作のみならず、舞台（ヒプステ）・アニメ・ゲームアプリといったヒ

プノシスマイクのメディアミックス作品関連のイベントや展示をはじめ、物販やカフェなどヒプノシスマ

イクの Flava（フレイヴァ＝スタイル）が集結した大型イベントとなっている。ファンにはもちろん、こ

れからヒプノシスマイクを知る方も楽しめる内容となっています。 

 

本イベントに採用された「電子チケット」は、スマートフォン端末で受取りを行うため、チケット忘れや

紛失の心配もありません。また一部イベントでは、チケット購入後に来場ができない場合に定価でチケッ

トをやりとりできる、公式の「チケットトレード」サービスをご用意しております。チケット代金、チケ

ット受け渡しは、チケプラが代行しますので、『定価取引』『入場保証』など、取引からご入場まで安心

です。なおチケットトレードで購入されたチケットもすべて電子チケットで表示します。 

 

 

 

 

 



【『Hypnosis Flava』前期イベント詳細】 

 

────────────────  

[物販] 

STORE Hypnosis Flava（前期） 

────────────────  

 

▼会場 

池袋 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル ４F 展示ホール A-１ 

 

▼開催日程 

５月 18日（火）～５月 22日（土） 9:00～19:00 ※18:30 最終入場 

５月 23日（日） 9:00～17:00 ※16:30 最終入場 

 

▼チケット情報  

全日販売日時指定 

【料金】500 円（税込） 

※入場特典の Hypnosis Flava オリジナルバッグ（不織布素材）は会場にてお渡し予定です。 

※ヒプノシスマイク OFFICIAL FANCLUB「HYPSTER」先行 有 

 

▼概要 

「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Hypnosis Flava」のオフィシャルグッズを池袋サンシャイ

ン展示ホールにて先行販売！特典として、入場の際に「Hypnosis Flava オリジナルバッグ（不織布素

材）」をプレゼント！ 

 

●Tシャツ Hypnosis Flava Ver.１ 

価格：3,850 円（税込み） 

 

●マフラータオル Hypnosis Flava Ver.１ 

価格：1,650 円（税込み） 

 

● ステッカーセット  Hypnosis Flava Ver. 

価格：660円（税込み） 

 

▼その他 

５月 24日（月）～６月 28日（月）につきましてはアニメイト池袋本店にて同様のグッズを販売いたしま

す。上記期間にて通販販売も実施予定。 

（アニメイト池袋本店及び通信販売でお買い上げの場合、オリジナルバッグ（不織布素材）のお渡しはご

ざいません。） 

 

────────────────────────────────  

[ライブ映像イベント] 

ヒプノシスマイク ≪２nd D.R.B≫ LIVE VIEWING -Flava Edition- 

────────────────────────────────   

 

▼会場 

Mixalive TOKYO ６F Theater Mixa 

 

▼開催日程 

※スケジュールにつきましてはチケット購入ページ参照 

 

●１st Battle 「どついたれ本舗 VS Buster Bros!!!」 

５月 23日（日）～５月 25日（火）、５月 28 日（金）、５月 30 日（日）、６月２日（水）〜６月５日

（土）、６月７日（月）  

 

●２nd Battle 「Bad Ass Temple VS 麻天狼」 

６月８日 （火）～６月 16日（水）  

 

 



●３rd Battle 「Fling Posse VS MAD TRIGGER CREW」 

６月 17日（木）～６月 19日（土）、６月 21 日（月）〜６月 24 日（木）、６月 26 日（土）、６月 27日

（日） 

 

▼チケット情報  

全席指定 

【料金】2,300円（税込） ※入場特典「チケット風ステッカー」付 

 

▼概要 

ABEMA PPV ONLINE LIVE にて期間限定で独占配信された、ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- ６th 

LIVE ≪２nd D.R.B≫の映像を、Flava Edition として特別編集！ 

大画面による迫力満点の映像ライブを体験してください！入場特典として「チケット風ステッカー」をプ

レゼント！ 

 

────────────────────  

[原画展・イラスト展] 

ヒプノシスマイク 原画展・イラスト展 

────────────────────  

 

▼会場 

Mixalive TOKYO ４F Studio Mixa 

 

▼開催日程 

※スケジュールにつきましてはチケット購入ページ参照 

●『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rhyme Anima 原画展 

５月 21日（金）～６月６日（日） 

 

●『ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-』イラスト展 

６月８日（火）～６月 24日（木）  

 

▼チケット情報  

全日入場日時指定 

【料金】1,500円（税込） ※入場特典「イラストカード（ポストカードサイズ）」付 

 

▼概要 

原画展（５月 21日～６月６日）、イラスト展（６月８日～６月 24日）と期間を分け、それぞれアニメ・

ゲームアプリより厳選された、ヒプノシスマイクの初めての展示会です！『ヒプノシスマイク -

Alternative Rap Battle-』イラスト展では、ゲームアプリ内のリズムゲーム「KILLER SCRATCH!!」を会

場内に設置された大型タッチパネルで体験することもできます！ 

入場特典として、Rhyme Anima 原画展には「“Rhyme Anima”イラストカード（ポストカードサイ

ズ）」、“A.R.B”イラスト展には「“A.R.B”イラストカード（ポストカードサイズ）」をプレゼント！ 

 

────────────────  

[コラボカフェ] 

CAFÉ Hypnosis Flava（前期） 

────────────────  

 

▼会場 

Mixalive TOKYO ９F Live Cafe Mixa 

 

▼開催日程 

※スケジュールにつきましてはチケット購入ページ参照 

５月 21日（金）～６月 28 日（月）   

※完全入れ替え制 

 

▼チケット情報  

全日入場日時指定 

【入場料金】300円（税込） （別途フード代・ドリンク代） 

※入場特典「特製マスクケース」付 



 

▼概要 

ヒプノシスマイクの世界観をモチーフとしたフード・ドリンクを提供いたします！ 

入場特典として、「特製マスクケース」をプレゼント！ 

 

──────────────────────────────────────  

[ヒプステ ライブイベント] 

ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage -Flava Edition- 

──────────────────────────────────────  

 

▼会場 

Mixalive TOKYO B２F Club Mixa 

 

▼開催日程 

※スケジュールにつきましてはチケット購入ページ参照 

６月 11日（金）～６月 13日（日） 

６月 18日（金）～６月 20日（日）   

 

▼出演者 

アカバネ・ディビジョン “North Bastard”※舞台オリジナルディビジョン 

（堂庵和聖 役：岸本勇太 / 狐久里梁山 役：南部海人 / 蛇穴健栄 役：松浦 司） 

 

アサクサ・ディビジョン “鬼瓦ボンバーズ”※舞台オリジナルディビジョン 

（鬼灯甚八 役：加藤良輔 / 駒形正宗 役：和田泰右 / 影向道四郎 役：結城伽寿也） 

 

ディビジョン・ダンス・バトル “D.D.B” 

 

▼チケット情報  

会場チケット 

【料金】4,500円（税込） 

※ヒプノシスマイク OFFICIAL FANCLUB「HYPSTER」＆『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule 

the Stage Mobile 先行有 

 

▼概要 

『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage の Hypnosis Flava 限定スペシャルステー

ジ！ 

 

────────────────────  

[キャスト×舞台キャスト トークイベント] 

DIVISION LEADER'S CROSS TALK 

────────────────────  

 

▼会場 

Mixalive TOKYO ６F Theater Mixa 

 

▼開催日程 

※スケジュールにつきましてはチケット購入ページ参照 

①５月 26日（水）：波羅夷空却 役（葉山翔太×廣野凌大） 

②５月 29日（土）：山田一郎 役（木村 昴×高野 洸） 

 

※「碧棺左馬刻 役（浅沼晋太郎 × 阿部顕嵐）」、「飴村乱数 役（白井悠介×世古口 凌）」、「神宮

寺寂雷 役（速水 奨×鮎川太陽）」、「白膠木 簓 役（岩崎諒太×荒牧慶彦）」クロストークは、後期開

催となります。チケットの詳細は後日発表いたします。 

 

▼出演者 

葉山翔太×廣野凌大（波羅夷空却 役）：５月 26 日（水） 

木村 昴×高野 洸（山田一郎 役）：５月 29日（土） 

 

 



▼チケット情報  

会場チケット 

【料金】4,500円（税込） 

※ヒプノシスマイク OFFICIAL FANCLUB「HYPSTER」＆『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule 

the Stage Mobile 先行有 

 

▼概要 

「ABEMA」と『ヒプマイ』のコラボ企画「HYPNOSISMIC on ABEMA」の取り組みの１つとして夢の企画が実

現。「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」のリーダーキャラクターを担う、声優とヒプステ俳優

同士による初のクロストークイベントを開催！ABEMA PPV ONLINE LIVE での配信も実施予定です。放送情

報などの詳細は、「ヒプノシスアベマ」公式 Twitter（＠HYPNOSIS_ABEMA）や、「ヒプノシスアベマ」公

式 HP（https://hypnosismic.abema.tv/）などでお知らせいたします。 

 

──────────────────────────────────────  

[ヒプステ コメンタリートークイベント] 

『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage VISUAL COMMENTARY 

──────────────────────────────────────  

 

▼会場 

Mixalive TOKYO ６F Theater Mixa 

 

▼開催日程 

※スケジュールにつきましてはチケット購入ページ参照 

①５月 21日（金）：track.１ 

（毒島メイソン理鶯 役：バーンズ勇気 / 狐久里梁山 役：南部海人 / 蛇穴健栄 役：松浦 司） 

 

②５月 22日（土）：track.２ 

（有栖川帝統 役：滝澤 諒 / 影向道四郎 役：結城伽寿也） 

 

③６月６日（日）：track.３ 

（躑躅森盧笙 役：里中将道 / 天国 獄 役：青柳塁斗 / 小鳥遊ハル 役：星乃勇太） 

 

④６月 25日（金）：track.1 

（山田二郎 役：松田昇大 / 山田三郎 役：秋嶋隆斗 / 堂庵和聖 役：岸本勇太） 

 

※後期に追加で２公演予定しております。チケットの詳細は後日発表いたします。 

 

▼出演者 

毒島メイソン理鶯 役：バーンズ勇気 / 狐久里梁山 役：南部海人 / 蛇穴健栄 役：松浦 司：５月 21 日

（金） 

有栖川帝統 役：滝澤 諒 / 影向道四郎 役：結城伽寿也：５月 22 日（土） 

躑躅森盧笙 役：里中将道¥ / 天国 獄 役：青柳塁斗 / 小鳥遊ハル 役：星乃勇太：６月６日（日） 

山田二郎 役：松田昇大 / 山田三郎 役：秋嶋隆斗 / 堂庵和聖 役：岸本勇太：６月 25日（金） 

 

▼チケット情報  

会場チケット 

【料金】3,500円（税込） 

※ヒプノシスマイク OFFICIAL FANCLUB「HYPSTER」＆『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule 

the Stage Mobile 先行有 

 

▼概要 

『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage track.１〜３の LIVE VISUAL COMMETARY。 

舞台公演映像を出演キャストと一緒に振り返ろう！ 

 

 

 

 

 

 

https://hypnosismic.abema.tv/


─────────────   

[ヒプノシスアベマ新番組] 

後日発表いたします 

─────────────  

 

▼会場 

Mixalive TOKYO ６F Theater Mixa 

 

▼開催日程 

※公開収録を予定しております。観覧のスケジュールは以下を予定しております。（ABEMA での放送日は

後日発表いたします） 

 

 

①５月 27日（木）：イケブクロ・ディビジョン 

（山田一郎 役：木村 昴 / 山田二郎 役：石谷春貴 / 山田三郎 役：天﨑滉平） 

 

②５月 31日（月）：ナゴヤ・ディビジョン 

（波羅夷空却 役：葉山翔太 / 四十物十四 役：榊原優希 / 天国 獄 役：竹内栄治） 

 

③６月１日（火）：ヨコハマ・ディビジョン 

（碧棺左馬刻 役：浅沼晋太郎 / 入間銃兎 役：駒田航 / 毒島メイソン理鶯 役：神尾晋一郎） 

 

④６月 20日（日）：シンジュク・ディビジョン 

（神宮寺寂雷 役：速水奨 / 伊弉冉一二三 役：木島隆一 / 観音坂独歩 役：伊東健人） 

 

※シブヤ・ディビジョン、オオサカ・ディビジョンは後期開催予定となります。詳細は後日発表いたしま

す。 

 

▼出演者 

山田一郎 役：木村 昴 / 山田二郎 役：石谷春貴 / 山田三郎 役：天﨑滉平  ：５月 27 日（木） 

波羅夷空却 役：葉山翔太 / 四十物十四 役：榊原優希 / 天国 獄 役：竹内栄治  ：５月 31日（月） 

碧棺左馬刻 役：浅沼晋太郎 / 入間銃兎 役：駒田 航 / 毒島メイソン理鶯 役：神尾晋一郎  ：６月１

日（火） 

神宮寺寂雷 役：速水 奨 / 伊弉冉一二三 役：木島隆一 / 観音坂独歩 役：伊東健人  ：６月 20 日

（日） 

 

▼概要 

「ABEMA」と『ヒプマイ』のコラボ企画「HYPNOSISMIC on ABEMA」の取り組みの 1 つとして新番組の誕生

が決定！「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」のキャストが登場する新番組のタイトルや放送日

などの情報は後日発表いたします。今後の最新情報は、「ヒプノシスアベマ」公式 Twitter（＠

HYPNOSIS_ABEMA）や、「ヒプノシスアベマ」公式 HP（https://hypnosismic.abema.tv/）などでお知らせ

いたします。 

 

その他 後期イベント ６月 29 日（火）～７月 31日（土）については確定次第公式 HPにて公開予定！ 

 

─────────────────────────────────────  

 

■「Hypnosis Flava」公式サイト 

https://www.hypnosisflava.com/ 

 

■主 催 

©︎ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Hypnosis Flava@Mixalive TOKYO 製作委員会 

 

【概要】 

音楽原作キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」と「Mixalive 

TOKYO」のコラボレーションイベント。 

ヒプノシスマイクが「Mixalive TOKYO」をジャックして、イラストの展示や限定グッズの販売、体験型イ

ベント等の催しを行う。原作のみならず、様々なメディアミックスに関連する催事を実施。 

 

https://hypnosismic.abema.tv/
https://www.hypnosisflava.com/


【開催期間】 

５月 21日（金）～７月 31日（土） 

 

【開催場所】 

Mixalive TOKYO 

（〒170-0013 東京都豊島区東池袋 1-14-3） 

https://mixalive.jp/ 

 

■店内における感染予防対策 

Mixalive TOKYO では、お客様ならびに従業員の新型コロナウイルス感染予防のため、以下の対応をとって

おります。 

・全スタッフに出勤時に体温の確認をし、37.5℃以上のスタッフは出勤を停止しております。 

・全スタッフ、マスクを着用し、さらに入場口のスタッフはフェイスシールドもしくはゴーグル、眼鏡な

どを着用いたします。 

・全スタッフに手洗い、手指のアルコール消毒の徹底を指示しております。 

・館内トイレのハンドドライヤーの使用を中止しております。 

・ロビーなどで飲食をされる場合は、対面にならず会話をお控えください。 

・全ての劇場は興行場法に基づいた換気能力を有しております。 

・館内（エレベーターのボタン、トイレの洗面所など）の消毒作業を定期的に実施し、劇場内の座席手す

りなどは入れ替えごとに消毒作業を実施いたします。 

・館内では、換気システム（厚生労働省推奨換気量以上）を常時稼働しております。 

 

またご来場のお客様におかれましては、以下の対応をお願いいたします。 

・全て※のご来場のお客様に飲食中を除きマスクの着用をお願いしております。（ ※乳児を除く、幼児

は推奨） 

・体温が 37.5℃以上のお客様は入場をお断りしております。 

・発熱・咳・全身痛・味覚や嗅覚の異常などの症状がある場合は、来場をお控えいただき、医療機関の受

診をお願いいたします。 

・また、新型コロナウイルス感染症の陽性と判明した者との濃厚接触がある方、同居家族や身近な知人の

感染が疑われる方、過去２週間以内に感染が引き続き拡大している国・地域への渡航並びに当該国・地域

の在住者との濃厚接触がある方も来場をお控えください。 

・館内に消毒液等を設置しております。ご来場の際は手指の消毒のご協力をお願いいたします。 

・お客様の密集防止のため、ソーシャルディスタンスの確保にご協力をいただいております。 

 

 

■【Mixalive TOKYO】 とは 

「Mixalive TOKYO（ミクサライブ東京）」とは、 池袋駅東口サンシャイン６０通り沿い 

に誕生した LIVEエンターテインメントの複合施設ビル。 

講談社、テレビ東京、キングレコード、ブシロード、ネルケプランニングほか様々なエンターテインメン

ト企業が集まり、舞台、音楽ライブ、トークショー、イベント、ライブカフェなど、6 つのホールから多

種多様な LIVEエンターテインメントを世界に発信。ソフトバンクとの協業により全フロア 5G化し、リア

ル＆リモートの LIVEエンターテインメントを発信する「ハイブリッドシアター」として本格始動。 

 

Total Information 

■ヒプノシスマイク公式ＨＰ 

https://hypnosismic.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mixalive.jp/
https://hypnosismic.com/


※参考情報 

・株式会社エムアップホールディングス 

代表取締役 美藤宏一郎 

本社  東京都渋谷区渋谷三丁目 12 番 18号 渋谷南東急ビル 10 階  

事業内容 コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業 

URL  https://m-upholdings.co.jp/ 

 

・株式会社 Fanplus 

代表取締役 佐藤元 

本社  東京都渋谷区渋谷三丁目 12 番 18号 渋谷南東急ビル９階 

事業内容 スマートフォン・携帯向け アーティストファンサイトの企画・開発・運営 

             ファンクラブの企画・開発・運営 

URL  https://fanplus.co.jp/ 

 

・株式会社 Tixplus 

代表取締役 池田宗多朗 

本社  東京都渋谷区渋谷三丁目 12 番 18号渋谷南東急ビル 10 階 

事業内容 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営 

URL  https://tixplus.co.jp/ 

・本リリースに記載されている商品名、サービス名は、各社の商標または登録商標です。 

・サイトの閲覧、利用に際しては、別途パケット通信料が必要となります。 

 

 

■本件に関するお問い合わせ先 

株式会社エムアップホールディングス 

ＩＲ担当 E-Mail  ：ir-support@m-upholdings.co.jp 


