
 

 

2021年４月 19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） 

 

４人組ピアノ POPバンド「Official 髭男 dism」 

ぴあアリーナ MM公演開催決定 

有観客ライブのチケット FC 先行受付ならびに 

後日配信となるオンラインライブ視聴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、2021 年６月 23 日（水）・６月 24 日（木）に横

浜・ぴあアリーナ MMにて開催される有観客のワンマンライブ『Official髭男 dism Road to 「one - man 

tour 2021-2022 （仮）」』のチケット FC先行受付と、後日配信となるオンラインライブ視聴チケット販売

を開始することを、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

 
 
Official 髭男 dism Road to 「one - man tour 2021-2022 （仮）」 

 

■■■■■■ 有観客ライブ ■■■■■■  

 

【公演日程】 

2021年６月 23日（水）［神奈川］ぴあアリーナ MM 

2021年６月 24日（木）［神奈川］ぴあアリーナ MM 



 

【チケット代金】 

・指定席：￥9,020-（税込） 

・指定親子席： 大人￥9,020-（税込）・こども￥4,510-（税込） 

 

【ファンクラブ会員先行】 

・Ｗ会員先行（抽選） 

受付期間：2021 年４月 19日（月） 18:00 ～ ４月 26 日（月） 23:59 

対象：年額ファンクラブ「Stand By You」と月額モバイルファンクラブ「BROTHERS」の両方に入会されて

いる方。 

 

・年会員または月会員先行（抽選） 

受付期間：2021 年５月１日（土） 18:00 ～ ５月９日（日） 23:59 

対象：年額ファンクラブ「Stand By You」または月額モバイルファンクラブ「BROTHERS」のいずれかに入

会されている方。 

 

 

会員先行で販売したチケットは、「Official髭男 dism 公式アプリ」にて発券。 

チケットの申込から受取、当日のご入場まで、お持ちのスマホ１台だけで簡単に手続きが可能です。 

電子チケットは購入したお客様のスマートフォンに表示するため、チケット忘れや紛失の心配もありませ

ん。 

またコロナ禍において、チケット（＝スマホ）に直接触れることなくチケットをもぎれる非接触のスタン

プ型。チケット購入代表者でなく同行者も含めた来場者データの取得が可能なため、感染拡大防止対策ガ

イドラインに遵守し、安心・安全をご提供します。 

 

チケット購入後に来場ができない場合には、ファンクラブ会員同士が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。 

 

 

 

■■■■■■ オンラインライブ ■■■■■■  

 

【配信日時】 

2021年７月 10日（土）20:00～ 

※アーカイブ配信期間：配信終了後～７月 18 日（日）23:59まで 

 

【視聴価格】 

・Ｗ会員：￥1,870-（税込）  ※メモコレくじ１回付き 

・年会員または月会員：￥2,200-（税込） ※メモコレくじ１回付き 

・一般：￥2,200-（税込） 

※別途、配信メディアごとに異なる手数料がかかります。 

※年会員制ファンクラブ「Stand By You」または月会員制モバイルファンクラブ「BROTHERS」のいずれか

に入会している方が対象です。 

※“Ｗ会員”は、「Stand By You」と「BROTHERS」両方のファンクラブに入会している方が対象になりま

す。 

 

【販売期間】 

2021年４月 19日（月）18:00～７月 18 日（日）20:00まで 

 

【メモコレくじ】 

ファンクラブ「Stand By You」または月額モバイルファンクラブ「BROTHERS」対象の視聴チケットをご購

入の方には、ご好評いただいている会員限定コンテンツ「メモコレ」を実施予定です。 

今回も豪華なアイテムが当たる「メモコレくじ」を行います。 

会員専用チケットをご購入の方はくじ１回分付きとなります。 

詳細は追って発表させていただきます。 

 

 



その他、詳細や注意事項は特設サイトをご覧ください。 

 

■Official髭男 dism Road to 「one - man tour 2021-2022 （仮）」特設サイト 

https://event.higedan.com/feature/roadto_tour2122 

 

 

--------------- 

 

■Official髭男 dism オフィシャルサイト 

https://higedan.com/ 

 

■Official髭男 dism 年会員制ファンクラブ「Stand By You」 

https://fc.higedan.com/ 

 

■Official髭男 dism 月会員制モバイルファンクラブ「BROTHERS」 

https://sp.higedan.com/ 

 

---------------------------------------- 

 

 

【視聴 PASS 販売プラットフォーム「StreamPass」と視聴専用アプリ「FanStream」について】 

音楽ライブやイベントが中止・延期となっている現状、我々も動画配信を通じてアーティストやファンを

微力ながらサポートすることはできないかと考えました。 

価値あるパフォーマンスはアーティストに還元できるよう、無観客ライブや自宅ライブ等を視聴 PASS販

売プラットフォーム「StreamPass」で販売することが可能です。 

そして、視聴専用アプリ「FanStream」では、生配信を観ながらコメントやギフティングでアーティスト

の応援ができる機能を搭載し、アーティストとファンがよりインタラクティブにつながれるようになりま

す。 

配信収益は、大手動画配信サイトでギフティングや有料配信するよりも、高い料率でアーティスト・主催

者へ還元しますので、本来のライブ同様に、ファンの方の応援がアーティストへの支援となります。 

 
【視聴 PASS 販売プラットフォーム「StreamPass」概要】 

・生配信やオンライン配信の視聴 PASS を有料販売することができます。 

・ファンクラブ認証がカンタンに行えるので、ファンクラブ会員には割引視聴 PASS を販売することも可

能。 

・アーティストへ支援を行いたい場合は、ドネーションを送れます。 

・記念コンテンツサービス「メモコレ」をつかって、デジタルコンテンツ販売やオンラインくじも同時に

実施可能。配信ページからグッズ販売を行うことも可能。 

・販売した配信収益は、通常の配信プラットフォームより、高い利率でアーティストに還元。 

 

■StreamPass サービスサイト 

https://tixplus.jp/feature/streampass/ 

※VR MODE 社と VR 配信も連携      

https://event.higedan.com/feature/roadto_tour2122
https://higedan.com/
https://fc.higedan.com/
https://sp.higedan.com/
https://tixplus.jp/feature/streampass/


【視聴専用アプリ「FanStream」概要】 

 

 
 

 

コメントやギフティング機能を搭載した生配信視聴専用アプリ。ファンとの密度をより濃く、よりインタ

ラクティブに、ライブやイベント参加のバーチャル体験を提供します。 

 

・アプリならではの操作性で快適な視聴を実現。 

・生配信の視聴中に、リアルタイムでのコメント投稿やアバターアクション、アイテム投稿が可能。 

・ギフティングのアイテムやアバターをカスタマイズするパーツの従量販売が可能。 

（ギフティングについては、主催者が導入可否を選択することができます） 

 

■FanStream サービスサイト 

https://fanstream.jp/ 

 

※Official髭男 dism Road to 「one - man tour 2021-2022 （仮）」では LIVE視聴中のアバター表示・

投げ銭機能（ギフト・アクション等）・コメント機能は使用できませんのでご了承ください。 

 

 

【チケプラ電子チケット 概要】 

スマートフォンの画面にスタンプを押すだけのユニークで簡単な電子チケットサービス。 

チケプラ電子チケットは、QR コードを用いた電子チケットと比べ、QR リーダー等の機材や専門スタッフ

の必要がなく、簡単なオペレーションを実現しているほか、自分が行ったライブや試合の内容や写真など

の記念コンテンツの配信、来場者への PUSH通知による継続的な情報配信、楽曲・写真販売やカードコレ

クションなどの課金、電子マネーの実装（開発中）など、紙チケットにはない電子チケットならではのさ

まざまな機能で利便性や楽しさを提供しています。2014 年６月のサービス開始以来、約 100アーティスト

の全国ツアーや単独ライブで導入されており、30 万人規模の全国ツアーやドームクラスのライブなど数多

くの実績があります。 

音楽以外でも、プロ野球、B リーグなどのスポーツ関連、遊園地などのレジャー/文化施設など、多数の導

入実績を誇り、この１年間には前年比約２倍となる約 200万枚へと発券枚数を大きく増加させており、電

子チケット業界有数の規模となっております。 

また、購入の際に登録した電話番号のスマートフォン端末にのみチケットを表示するなどの高額転売防止

策を業界に先駆けて取り組んでいるとともに、行けなくなったチケットを定価で取引できる Tixplus独自

の「チケットトレード」も評価され、アーティストの導入実績及び利用者が増加し続けています。 

特設ページ：https://tixplus.co.jp/feature/eticket 

 

https://fanstream.jp/
https://tixplus.co.jp/feature/eticket


※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 

 


