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クラシック初心者の方も楽しめる「見たことのない」新しいクラシックコンサート
「エール・マジック・オーケストラ」を「新体感ライブ CONNECT」で生配信
株式会社 NTT ドコモ（以下、ドコモ）は、音楽ライブなどの生配信をスマートフォンや PC、TV から
視聴できるサービス「新体感ライブ CONNECTTM」にて、2020 年 8 月 1 日（土）に第一生命ホールにて開催さ
れる「エール・マジック・オーケストラ」を独占生配信※1 いたします。

公式ビジュアル

エール管弦楽団 第４回演奏会

「エール・マジック・オーケストラ」は、クラシック音楽初心者でも気軽に「見て」「聴いて」楽しめるコンサート
です。クラシックの新たな楽しみ方を提案する「クラシカエール(暮らし・変える)」プロジェクトのもと、
エール管弦楽団が演奏をします。本公演は、マジシャンとのコラボレートや、人工知能がクラシカエールのた
めだけに作った曲を世界初演にてお届けします。
「新体感ライブ CONNECT」では、さまざまなカメラアングルから公演を視聴できる「マルチアングル」で
配信します。マジックをクローズアップで見たり、マルチアングルで好きな奏者を追ったりして楽しむことがで
きます。さらに、ライブに出てきたアイテムを触るだけで、リアルタイム映像視聴中に詳細情報を確認できる
技術「TIG Live（ティグ ライブ）」配信を同時に行います。これにより、演奏を聴きながら、演奏中の楽曲紹介
や出演者紹介・楽器紹介などを楽しむことが可能です。
「新体感ライブ CONNECT」では、当日の生配信に加え、見逃し配信※2 の視聴も可能です。なお、
「新体感ライブ CONNECT」を視聴いただくには専用アプリのダウンロードが必要です※3。

■新体感ライブ CONNECT「エール・マジック・オーケストラ」商品ページ
https://shintaikan.live/live/100640
本コンサートの売上の一部は、新型コロナ感染拡大防止に尽力されている医療関係者のほか、TABLE
FOR TWO の「おにぎりアクション」を通じて、アフリカやアジアの子どもたちの給食として寄付されます。
※1 生配信は 2020 年 8 月 1 日（土）の公演時間中のみ視聴可能です。
※2 生配信時の映像の一部を編集して配信する場合があります。
※3 パソコンで視聴する場合は、専用アプリのダウンロードは不要です。
＊「新体感ライブ CONNECT」は、株式会社 NTT ドコモの商標です。

本件に関するお問い合わせ先
【報道機関】
株式会社 NTT ドコモ
コンシューマビジネス推進部
デジタルコンテンツ企画担当
shintaikan.live-ml@nttdocomo.com

【お客さま】
ドコモの携帯電話から：151
一般電話等から：0120－800－000
（無料）

別紙

新体感ライブ CONNECT「エール・マジック・オーケストラ」配信概要
1．配信日時
生配信※1
： 2020 年 8 月 1 日（土） 午後 1 時～
※2
見逃し配信 ： 2020 年 8 月 3 日（月）午後 3 時 ～ 2020 年 12 月 25 日（金）午後 3 時
2．販売概要
提供
コンテンツ
・生配信
・見逃し配信

販売価格
販売チャネル
（税込）
・生配信＋見逃 ・「新体感ライブ CONNECT™」
し配信：2,980 円 サービスサイト
・teket
（NTT ドコモイベント運営サービス）
・ローソンチケット
・ 見 逃 し 配 信 ： ・「新体感ライブ CONNECT」
2,480 円
サービスサイト
・teket
（NTT ドコモイベント運営サービス）

販売開始日
2020 年 6 月 30 日（火）
午後 3 時

3．「新体感ライブ CONNECT」サービス概要
(１) 「新体感ライブ CONNECT」とは
音楽ライブや舞台などのさまざまなライブ映像を、スマートフォンならではの新技術を使っていつで
もどこでも視聴できる、映像配信サービスです。生配信はもちろん、見逃し配信や特典映像を
スマートフォンや PC で楽しんでいただけます。
詳細は「新体感ライブ CONNECT」サービスサイトにてご確認ください。
■「新体感ライブ CONNECT」サービスサイト https://shintaikan.live/
(２) ご利用方法
■「新体感ライブ CONNECT」サービスサイトで購入する場合
「新体感ライブ CONNECT」サイトにアクセスし、d アカウント®でログイン後に視聴したいライブ
を購入。専用アプリ※3 をダウンロードし、d アカウント認証後に購入したコンテンツをお楽しみく
ださい※4。
■teket で購入する場合
teket で電子チケットを購入した上で、「新体感ライブ CONNECT」サービスサイトに アクセスし、
d アカウントでログイン。チケットに記載のライセンスキーを入力後、専用アプリ※3 をダウンロー
ドし購入したコンテンツをお楽しみください※4。
■ローソンチケットで購入する場合
ローソンチケットアプリで電子チケットを購入した上で、「新体感ライブ CONNECT」 サービス
サイトにアクセスし、d アカウントでログイン。チケットに記載のライセンスキーを入力後、専用
アプリ※3 をダウンロードし購入したコンテンツをお楽しみください※4。

(３) 推奨環境
① 「新体感ライブ CONNECT」アプリ
AndroidTM： Android OS 5．0 以上
iOS
： iOS 11．0 以上
② 「新体感ライブ CONNECT」サービスサイト
Android： Android OS 5．0 以上
iOS
： iOS 11．0 以上
パソコン： Windows 7 以上、Chrome ブラウザ最新版
パソコン： Mac OS X 10．13 以上、Chrome ブラウザ最新版
4．「teket」概要
teket（テケト）は、チケットを手売りや手書きで管理しているすべてのアーティストに向けたサービスで
す。「紙のチケット」を「電子チケット」に変えることで、主催者（運営団体）が多くの時間を割いてしまってい
る「チケットの手売り・手渡し」と「チケット管理」の時間を削減します。すべての運営を自分たちで行ってい
るアーティスト（団体）は特に大幅な削減が可能です。
5．「エール・マジック・オーケストラ」概要
クラシカエール実行委員会(東京都新宿区)が主催する、クラシック音楽初心者でも気軽に「見て」
「聴いて」楽しめるコンサート。表参道のマジシャン OWL 氏によるメンタリズム・マジックとの競演、フランス
の職業音楽家組合「SACEM」に人工知能(AI)として世界で初めて認められた作曲家 AIVA（エイヴァ）が
提供する世界初演曲、トルコ行進曲をアレンジした超絶技巧のオリジナル曲、ブラームス交響曲第 2 番な
どをお届けします。
演奏するエール管弦楽団は、代表を務めるサラリーマン指揮者、鰺坂圭司氏の「もっと多くの方に
クラシック音楽を届けたい」という思いに共感した都内音大生やプロ奏者によって結成されました。2017 年
に早稲田大学大学院 経営管理研究科 ビジネススクール 川上智子教授の研究室と共同プロジェクトを
開始。クラシカエール(暮らし・変える)を合言葉に、クラシック音楽×テクノロジー×〇〇の斬新な組合せ
で『視る』クラシックコンサートを実現し、新たなファンを増やし続けています。
「エール・マジック・オーケストラ」は当初、2020 年 2 月 29 日（土）に開催予定でしたが、新型コロナ感染
拡大により 8 月 1 日(土)に延期されました。しかしピンチはチャンス。
この度、ドコモの新体感ライブ CONNECT という最先端テクノロジーとの出会いを通じて、マジックをク
ローズアップで見たり、マルチアングルで好きな奏者を追ったり、客席からは不可能な角度で鑑賞したりと、
ウィズコロナの新常態ならではの新たなクラシック音楽の楽しみ方に挑戦しています。
主催：エール管弦楽団、クラシカエール実行委員会 協賛：早稲田大学マーケティング国際研究所
後援：株式会社井之上パブリックリレーションズ
協力：AIVA Technology、株式会社 NTT ドコモ、株式会社 Emotion Tech、株式会社シゲマツ
ソニー株式会社、ソニービジネスソリューション株式会社
イベント HP：https://classicaile.com/
※1
※2
※3
※4

生配信は 2020 年 8 月 1 日（土）の公演時間中のみ視聴可能です。
映像の一部を編集して配信する場合があります。
パソコンで視聴する場合は、専用アプリのダウンロードは不要です。
「新体感ライブ CONNECT」の視聴および専用アプリのダウンロードには、別途通信料が発生します。

＊＊「新体感ライブ CONNECT」「d アカウント」は株式会社 NTT ドコモの商標または登録商標です。
＊「Android」は、Google LLC．の商標または登録商標です。
＊「iOS」は、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

