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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）

幅広く活動する「手越祐也」
新曲携えソロ初の Zepp ツアー開催／ファンクラブ会員先行受付
ならびに VR 生配信実施決定お知らせ
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７月７日（水）より YUYA TEGOSHI LIVE TOUR
2021「ARE YOU READY?」の FC 会員先行受付およびチケット販売を行います。
あわせて、VR 事業を手掛ける株式会社 VR MODE（本社：東京都渋谷区、代表取締役：樋口愛史）では、2021
年９月 21 日（火）に行われる Zepp Haneda 公演の VR 生配信を実施いたしますことを、下記の通りお知らせ
いたします。
記

【公演概要】
YUYA TEGOSHI LIVE TOUR 2021「ARE YOU READY?」

■■■■■■ 有観客ライブ ■■■■■■
【公演日程】
2021 年９月 14 日（火） ［大阪］Zepp Osaka Bayside
2021 年９月 15 日（水） ［愛知］Zepp Nagoya
2021 年９月 21 日（火） ［東京］Zepp Haneda
【チケット代金】
全席指定（１F&２F）：￥8,800（税込）
※別途ドリンク代（アルコール販売なし）
※３歳未満入場不可（3 歳以上有料）
【ファンクラブ会員先行】
受付期間：７月７日（水）18:00～７月 11 日（日）23:59
対象：応募者・同行者ともに YUYA TEGOSHI OFFICIAL FAN CLUB 会員の方
※会員有効期限が 2021 年９月末以降の方のみお申込みいただけます。
2021 年 8 月末期限の方はマイページより継続手続きをお済ませのうえお申込みください。
▼YUYA TEGOSHI OFFICIAL FAN CLUB ご入会はこちら
https://yuyategoshi.com/feature/entry

会員先行で販売したチケットは、電子チケットにて発券いたします。
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
型です。
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。
※公式トレードについての詳細は、後日ご案内となります。
■■■■■■ VR 生配信 ■■■■■■
【配信日時】
2021 年９月 21 日（火）Zepp Haneda 公演
※アーカイブ配信期間：2021 年９月 24 日（金）12:00～2021 年 10 月３日（日）23:59
【視聴価格】
①手越祐也オリジナル VR ゴーグル付き VR 生配信 PASS
FC 会員：￥17,000 一般：￥18,000
販売期間：2021 年７月９日（金）18:00～2021 年８月 28 日（土）23:59
②手越祐也オリジナル VR グラス付き VR 生配信 PASS
FC 会員：￥7,000 一般：￥8,000
販売期間：2021 年７月９日（金）18:00～2021 年８月 28 日（土）23:59
③VR 生配信 PASS
FC 会員：￥3,000 一般：￥4,000
販売期間：2021 年７月９日（金）18:00～2021 年 10 月３日（日）20:00

その他、詳細や注意事項は特設サイトをご覧ください。
■YUYA TEGOSHI LIVE TOUR 2021「ARE YOU READY?」特設サイト
https://yuyategoshi.com/feature/2021areyouready

【その他今後の活動情報】
2021 年７月３日（土）・４日（日） 24 時間 TikTok LIVE 2021 出演
2021 年７月７日（水）
「シナモン」リリース（６ヶ月連続配信リリース第一弾）
2021 年７月 17 日（土）～
スペースシャワーTV プラス「スペプラ手越」放送開始
（毎週第３土曜日 22 時）
2021 年９月６日（月）
黒フェス 2021～白黒歌合戦～出演
2021 年 12 月 22 日（水）
ファーストアルバムリリース
６ヶ月連続配信リリースに関する詳細は特設サイトやオフィシャルサイトをご覧ください。
■YUYA TEGOSHI New Release Project 特設サイト
https://yuyategoshi.com/feature/2021release
■YUYA TEGOSHI OFFICIAL FAN CLUB
https://yuyategoshi.com/

【手越祐也 プロフィール】
15 歳でジャニーズ事務所に入所し、2003 年９月のデビューから
2020 年６月独立までの約 17 年間男性アイドルグループのメン
バーとして活動。
在籍期間中、歌手活動だけでなく、「FIFA クラブワールドカッ
プ」「FIFA ワールドカップ」でメインキャスターを務め、人気
バラエティー番組へのレギュラー出演、俳優など幅広く活動。
フリー転身後は、自身の Twitter、Instagram などの SNS を開
設。
YouTube『手越祐也チャンネル』の登録者は約 170 万人にのぼる。
2021 年５月、富士スピードウェイで行われた「SUPER GT 第二
戦」にて初の国家独唱。
地元横浜スタジアムで行われた「横浜 DeNA ベイスターズ」対
「中日ドラゴンズ」戦では始球式を務めた。
2021 年７月からは６ヶ月連続新曲配信及びアルバムリリース
を予定し、アーティストとして精力的に活動。
2022 年には単独で初となる全国ツアーを控える。

※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/
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代表取締役
本社
事業内容
URL

佐藤元
東京都渋谷区渋谷三丁目 12 番 18 号 渋谷南東急ビル９階
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
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

