2020 年 6 月 3 日
株式会社 ADK マーケティング・ソリューションズ
株式会社イープラス
株式会社キョードーアジア

ADK、イープラス、キョードーアジアの 3 社、新しいライブエンターテインメントの
「オンデマンド有料ストリーミングライブ」プロジェクト <LIVING on demand> を始動
～ 第一弾を 6 月 27 日（土）に配信ライブ開催決定！ ～
Little Glee Monster ＞BRIGHT NEW WORLD＜スペシャルオンデマンドライブ
株式会社 ADK マーケティング・ソリューションズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：植野伸一、以下
「ADK MS」）、株式会社イープラス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：倉見尚也、以下「イープラ
ス」）、株式会社キョードーアジア（本社：大阪市北区、代表取締役：佐藤浩史、以下「KYODO ASIA」）は
「新しい生活様式」に即した新しいライブエンターテインメントを提供する「オンデマンド有料ストリーミング
ライブ」プロジェクト<LIVING on demand>を共同で推進し、その第一弾として、国民的アーティストへと進
化を遂げる「Little Glee Monster」による、生ライブを 6 月 27 日（土）に「Little Glee Monster ＞BRIGHT
NEW WORLD＜ スペシャルオンデマンドライブ」としてストリーミング配信開催が決定いたしました。

未曽有の新型コロナウィルスによる状況下、STAY HOME を余儀なくされた人々に新しいライブエンター
テインメントのスタイルで笑顔と勇気を届けることが、多岐なエンターテインメント事業を展開する ADK
MS、イープラス、KYODO ASIA の使命であるという観点から、これまでの客席とステージという距離感で
はなく、家のリビングで快適に自分だけの楽しみ方でライブを独り占めできる新しい形<LIVING on
demand >プロジェクト推進を協議してまいりました。
第一弾として、人気アーティスト「Little Glee Monster」と一緒にまったく新しいライブエンターテインメント
で日本中のひとりひとりとつながり、明日へ、未来へ、新しい音楽の扉を開けてまいります。配信はイー
プラスがすでに事業展開している「streaming+（ストリーミングプラス）」により行われ、スマートフォンや

PC から簡単に購入できるデジタルチケットにて開催します。ADK MS は事業プロデュース、賛同企業
の独占セールスを担い、KYODO ASIA は興行ディレクションを行います。

ADK MS 、イープラス、KYODO ASIA は、今後も多岐なコンテンツを提供することで、人々の心を揺り動
かすエンターテインメントを届けてまいります。

【各社コメント】
ADK MS
どんな状況下でもエンターテインメントの新たな楽しみ方の可能性を生活者にご提示することは我々の
使命と考えます。(ADK MS エンタテインメント&スポーツ事業開発本部 本部長補佐 小川宏幸)
イープラス
コロナ禍という厳しい状況下で今回新しい取り組みをさせていただきます。現状、直接会えない
ファンの皆様に Little Glee Monster さんがお気持ちをお届けする手段として生配信という形を取
ります。 エンターテインメントは常に変化し続けております。まずは、こちらの試みがファン
の皆様との新しいコミュニケーションの手段の一つであり癒やしになることを期待します。そし
て近い将来に、ファンの皆様が会場に集結して盛り上がるリアルライブができる日が来ることを
祈っております。(イープラス 執行役員 中野拓人)
KYODO ASIA
こんな時代だからこそ、我々プロモーターとしての最大の任務である、お客様が安心して楽しめるエンタ
ーテインメントを提供し続け、日本中の方々に安らぎを届けるという使命をしっかり果たしたいと思いま
す。同じ思いを Little Glee Monster さんにご賛同頂けた事に心から感謝いたします。
#stay home #stay entertainment (KYODO ASIA 代表取締役 佐藤浩史)

【興行概要】
公演タイトル

Little Glee Monster > BRIGHT NEW WORLD < スペシャルオンデマンドライブ

出演者

Little Glee Monster

日時

2020 年 6 月 27 日（土）生配信 20:00 〜 21:00

会場

都内某所

チケット料金

［限定数 ! 特別版グッズ T シャツ付き］オンデマンドライブチケット ￥4,500 (税込)
オンデマンドライブチケット ￥1,500 (税込)
注意事項 ※チケット購入の際は、イープラスサイトでの無料会員登録が必要となります。

プレイガイド

イープラス

一般発売日

2020 年 6 月 3 日（水） 16:00 予定 一般発売開始

主催

ワタナベエンターテインメント

企画/制作

ワタナベエンターテインメント / ソニー・ミュージックレーベルズ

制作協力

inLYNK

運営

イープラス/イープラス・ライブ・ワークス/キョードーアジア/ADK マーケティング・ソリューションズ

賛同協賛企業

セブン-イレブン・ジャパン

お問合せ

キョードーインフォメーション（0570-200-888）

公式 HP

https://www.littlegleemonster.com/

【Little Glee Monster】
研ぎ澄ました歌声で人々の心に爪痕を残すことをテーマに 2013 年に結成された女性ボーカルグルー
プ。力強い歌声と高度なアカペラをも歌いこなす透き通ったハーモニーを武器に、2014 年 10 月「放課後
ハイファイブ」でメジャーデビュー。3 年連続で NHK「紅白歌合戦」への出場を果たす。新型コロナウィル
スで STAY HOME が続く厳しい状況下、2020 年 4 月 NHK 総合テレビ「お部屋で SING」と題した 5 人
別々の部屋からのライブを生放送で披露。日本中に歌を通じて感動を届けた。2020 年 2 月には 5 枚目
のアルバム「BRIGHT NEW WORLD」をリリースし自身 2 作連続でオリコンウィークリーランキング・
Billboard JAPAN 総合アルバム・チャート“HOT ALBUMS”1 位を獲得した。2020 年 3 月からの全国ツア
ー「Little Glee Monster Live Tour 2020 ＞BRIGHT NEW WORLD＜」は、新型コロナウィルスの影響によ
り全公演が延期。

【イープラスの「Streaming+」について】

イープラスが 2020 年 5 月より提供を開始した視聴チケット制のライブ・ストリーミング配信サービ
ス。お客様のチケット購入は、通常のチケット販売と同じ手順になり、購入時のイープラス ID でログ
インすることでイープラスのサイトで視聴が可能でファン（視聴者）とのライブチャット機能も有する。
【各社 会社概要】
社名：

株式会社 ADK マーケティング・ソリューションズ

所在地：

東京都港区虎ノ門 1 丁目 23 番 1 号 虎ノ門ヒルズ森タワー

設立：

2019 年 1 月より、株式会社アサツー ディ･ケイが、ADK ホールディングスを純粋
持株会社として、事業領域ごとに ADK マーケティング・ソリューションズ、ADK ク
リエイティブ・ワン、ADK エモーションズの 4 社からなる持株会社体制へ移行

代表者：

代表取締役社長 植野 伸一

事業内容：

マーケティング課題解決の総合的な提案・実施、デジタルおよびマスメディアの
プランニング・バイイング、消費者の行動を動機づけるデータドリブンマーケティ
ング等に強みを持つソリューション会社

URL：

https://www.adkms.jp/

社名：

株式会社イープラス

所在地：

東京都渋谷区恵比寿 4-20-3

設立：

1999 年 7 月 30 日

代表者：

代表取締役社長 倉見 尚也

事業内容：

音楽コンサート、演劇、スポーツ、イベント、娯楽施設等の入場券、チケット等の
販売、電子商取引等に関するコンピュータソフトウェアの企画開発、インターネッ
トを含む各種媒体による情報提供サービス、その他上記に関連する事業。

URL：

https://eplus.jp/

社名：

株式会社キョードーアジア

所在地：

大阪府大阪市北区中之島 2-3-18 中之島フェスティバルタワー 3F

設立：

2017 年 10 月

代表者：

代表取締役 佐藤 浩史

事業内容：

音楽、演劇、伝統芸能、美術展などの文化事業全般とイベント、スポーツ事業な
どのエンターテインメントの企画・制作・運営

URL：

https://kyodo-osaka.co.jp/

本リリースに関するお問い合わせ先
株式会社 ADK ホールディングス

社長室広報グループ 平尾/丸山

株式会社イープラス

当社「 Streaming+」事務局

email:adkpr@adk.jp
email:streaming-plus@eplus.co.jp

株式会社キョードーマネージメントシステムズ 広報宣伝部 上藪（うえやぶ） email:ueyabu@kyodo-osaka.co.jp

