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MONKEY MAJIK OFFICIAL MOBILE FANCLUB での
日本武道館公演チケット先行販売開始のお知らせ
株式会社エムアップ（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤宏一郎）は、当社が運営する MONKEY MAJIK
OFFICIAL MOBILE FANCLUB にて、モバイルファンクラブ会員限定のチケット販売を開始いたしましたので、
下記の通りお知らせいたします。
記
MONKEY MAJIK 結成 15 周年を迎える節目の 2015 年、自身初となる日本武道館での公演「MONKEY MAJIK Live
at BUDOKAN - 15th Anniversary -」の開催が決定！
商品詳細
受付対象公演：「MONKEY MAJIK Live at BUDOKAN - 15th Anniversary -」
公演スケジュール： 2015 年２月７日（土）日本武道館
開場 16:30／開演 17:30
チケット料金：指定席：￥7,000 / 親子席 (ペア)：￥12,000
※親子席の対象者は保護者 1 名と子ども 1 名(3 歳～12 歳対象)。
※公演当日、会場にて学生証をご提示の方に、1 公演￥1,000（消費税込）を払戻し致します。中学校・高等学校・短
期大学・大学・高等専門学校（高専）・専修学校に在籍する 25 歳以下の方が対象となります。

モバイルファンクラブ会員最速チケット申込み：
[第１次受付期間] 2014 年９月 14 日(日)13:00～９月 18 日(木)23:59
[第２次受付期間] 2014 年９月 24 日(水)13:00～９月 29 日(月)23:59

サイト概要
・サイト名：「MONKEY MAJIK OFFICIAL MOBILE FANCLUB」
・サイト URL : http://fc.monkeymajik.com/ (スマートフォン・フィーチャーフォン対応)
・利用料：月額 300 円（税抜）
・サイトの概略：カナダ人兄弟 Maynard -メイナード- (Vo&G)、Blaise -ブレイズ- (Vo&Gt) のフロント
マンと日本人のリズム隊 tax -タックス- (Dr)、DICK -ディック- (Ba) からなる仙台在住の 4 ピースハイ
ブリッドロック・バンドのオフィシャルファンクラブサイト
サイトイメージ
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アーティストプロフィール
2006 年１月エイベックスグループの binyl records より
1st シングルをリリース！ 2nd シングルの ｢Around The
World｣ はフジテレビ系ドラマ ｢西遊記｣ の主題歌として
爆発的なヒットを記録！横浜タイヤ CM ソングに ｢空はま
るで｣ が起用されアーティスト性を確立。また、藤井フミ
ヤ・SMAP・山下智久への楽曲も提供。2009 年には日加修好
80 周年記念親善大使として、カナダ外務国際貿易省主催の
特別イベントにて、天皇皇后両陛下の前で演奏を披露。2011
年 1 月には ｢東北観光親善大使｣ に任命されるなどし、東
日本大震災復興支援プロジェクト ｢SEND 愛｣ を主催し、
2012 年 12 月には第 3 弾のチャリティーライブ ｢SEND 愛｣
を行い東北復興支援に向けた活動を継続している。また昨
年は、アジア・北米など初のワールドツアー、総動員約４
万人のライブツアー「BULE MOON presents MONKEY MAJIK
JAPAN TOUR 2014～DNA～」を開催し大成功を収める。現在、21th Single「You Are Not Alone」をリリースし、今年
2 回目となる全国ツアー「BLUE MOON presents MOKEY MAJIK JAPAN TOUR 2014」が開催中。

リリース情報
NEW ALBUM「Colour By Numbers」
・発売日：2015 年 2 月 4 日 (水)
・価格/品番：【CD＋DVD】AVCH-78072/B ￥4,860（税込）／【CD＋Blu-ray】AVCH-78073/B
込）／【CD】AVCH-78074 ￥3,240（税込）

￥5,400（税

※DVD と BD 収録内容は同内容となります

ライブ情報
「BLUE MOON presents MOKEY MAJIK JAPAN TOUR 2014」
2014 年９月 13 日（土）埼玉・戸田市文化会館
2014 年９月 28 日（日）東京・中野サンプラザ
2014 年 10 月 11 日（土）東京・ルネこだいら 小平市民文化会館
2014 年 10 月 13 日（月・祝）新潟・りゅーとぴあ劇場
2014 年 10 月 18 日（土）福岡・福岡国際会議場
2014 年 10 月 25 日（土）北海道・札幌市教育文化会館 大ホール
2014 年 11 月９日（日）広島・アステールプラザ 大ホール
2014 年 11 月 23 日（日）愛知・愛知県芸術劇場大ホール
2014 年 11 月 30 日（日）大阪・フェスティバルホール
2014 年 12 月 20 日（土）宮城・仙台サンプラザ
「MONKEY MAJIK LIVE IN TAIWAN 2014」
2014 年 9 月 21 日（日）台北・ATT SHOW BOX

※参考情報
・株式会社エムアップ
本社
事業内容
URL

代表取締役 美藤宏一郎
東京都渋谷区渋谷二丁目 12 番 19 号
東建インターナショナルビル本館 5 階
携帯コンテンツ配信事業、PC コンテンツ配信事業、e コマース事業
http://www.m-up.com/

・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。

以
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社エムアップ
ＩＲ担当 E-Mail ：ir-support@m-up.com
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