
 

 

2021 年７月 16 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） 

 

 

小渕健太郎、黒田俊介からなる男性ユニット「コブクロ」 

「KOBUKURO LIVE TOUR2021 Star Made」開催ならびに 

電子チケットご利用の方がお楽しみ頂ける限定コンテンツ「ライブコレクション」リリースのお知らせ 

 

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」、視聴 PASS 販売プラットフォーム

「StreamPass」を運営する株式会社 Tixplus（本社：東京都渋谷区、代表取締役：池田宗多朗）は、コブク

ロが 2021 年７月 16 日（金）より開催する２年ぶりの有観客ツアー「KOBUKURO LIVE TOUR2021 Star Made」

に伴いまして、７月 15 日（木）よりコブクロ「ライブコレクション」（以下、本サービス）のサービスが

開始されたことを、下記の通りお知らせします。 

 

記 

 

■「ライブコレクション」サービス概要 

本サービスは電子チケットご利用のお客様のみが利用できる限定デジタルコンテンツとなります。公演

前にアーティストからの「ウェルカムメッセージ」を公開いたします。公演終了後からは「ライブ写

真」「サンキューメッセージ」「ライブ MC ダイジェスト」「会場記念写真」と、ライブがはじまる前も

後もずっと楽しめるようなデジタルコンテンツをご用意しております。 

 
また注目コンテンツとして AR フォトフレーム機能をご用意しております。 

会場に到着後、AR カメラを起動し、マーカーレス機能を選択することで、スマートフォンの GPS 機能か

ら付加情報を取得して、特別なコンテンツが出現し、一緒に記念撮影などしてお楽しみ頂くことができ

ます。 



会場毎に AR コンテンツが異なるものもございますので、各会場でより思い出深い一日を体験できます。 

※AR の再生期間は各公演終了から１年となります。 

 

ライブコレクションは電子チケット発券後から、公演終了以降までに様々なコンテンツを配信し、その

公演の思い出がまるごとコレクションできるコンテンツとなります。 

 

コロナ禍だからこそ、非接触で得られるデジタルコンテンツの体験をぜひお楽しみください。 

 

【公演詳細】 

「KOBUKURO LIVE TOUR2021 Star Made」 

 

[公演日程] 

2021 年 07 月 16 日（金） 千葉・森のホール 21 （松戸市文化会館） 16:15/17:00 

2021 年 07 月 17 日（土） 千葉・森のホール 21 （松戸市文化会館） 15:15/16:00 

2021 年 07 月 23 日（金） 愛媛・愛媛県県民文化会館   16:15/17:00 

2021 年 07 月 24 日（土） 愛媛・愛媛県県民文化会館   15:15/16:00 

2021 年 08 月 20 日（金） 広島・広島文化学園 HBG ホール  16:15/17:00 

2021 年 08 月 21 日（土） 広島・広島文化学園 HBG ホール  15:15/16:00 

2021 年 09 月 02 日（木） 宮城・仙台サンプラザホール  16:15/17:00 

2021 年 09 月 03 日（金） 宮城・仙台サンプラザホール  16:15/17:00 

2021 年 09 月 09 日（木） 北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru  16:15/17:00 

2021 年 09 月 10 日（金） 北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru   16:15/17:00 

2021 年 09 月 21 日（火） 兵庫・神戸国際会館   16:15/17:00 

2021 年 09 月 22 日（水） 兵庫・神戸国際会館   16:15/17:00 

2021 年 09 月 30 日（木） 神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール 16:00/17:00 

2021 年 10 月 01 日（金） 神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール 16:00/17:00 

2021 年 10 月 07 日（木） 愛知・名古屋国際会議場 センチュリーホール 16:00/17:00 

2021 年 10 月 08 日（金） 愛知・名古屋国際会議場 センチュリーホール 16:00/17:00 

2021 年 10 月 13 日（水） 宮崎・宮崎市民文化ホール   16:15/17:00 

2021 年 10 月 14 日（木） 宮崎・宮崎市民文化ホール   16:15/17:00 

2021 年 10 月 21 日（木） 福岡・福岡サンパレス   16:15/17:00 

2021 年 10 月 22 日（金） 福岡・福岡サンパレス   16:15/17:00 

2021 年 10 月 27 日（水） 東京・東京ガーデンシアター  16:00/17:00 

2021 年 10 月 28 日（木） 東京・東京ガーデンシアター  16:00/17:00 

2021 年 11 月 05 日（金） 大阪・大阪・フェスティバルホール  16:00/17:00 

2021 年 11 月 06 日（土） 大阪・大阪・フェスティバルホール  15:00/16:00 

 

[チケット代]  

全公演 SOLD OUT 

 

○ コブクロオフィシャルウェブサイト  

URL：https://kobukuro.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kobukuro.com/


■チケプラ電子チケット 

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 

 

■チケプラトレードサービス 

個人間のやりとりがなく、定価で安全にトレードができるチケットの公式二次流通で業界に先駆け 10 年

以上運営し、2019 年６月からは資本業務提携を行った業界大手チケットプレイガイドの「イープラス」

で購入したチケットもトレードが利用できるなど、対象のイベントを拡大しています。今後は興行主催

者や他のチケット販売事業者との連携も強化し、音楽ジャンルのみならず演劇、スポーツや各種イベン

ト等のトレード対象チケットを増やし、業界の健全な発展に寄与したいと考えています。 

 

 

 

※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 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 

https://tixplus.co.jp/feature/eticket
https://m-upholdings.co.jp/
https://tixplus.co.jp/

