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平成 30 年３月 15 日	 

各	 	 位	 

	 

会 社 名	 株 式 会 社 エ ム ア ッ プ	 

（コード番号：3661	 東証第一部）	 

	 

	 
hide	 20th	 	 Memorial	 Project	 [hide1998〜Last	 Words〜]発売・予約開始のお知らせ。	 

	 

	 

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、株式会社ヘッドワックスオー

ガナイゼーション（所在地：東京都千代田区、代表取締役：松本裕士）より許諾を受け、X	 JAPAN のギタ

リストであり、ソロアーティストとして活動し、今でも日本国内だけではなく世界中から世代を超え支持

されている「hide」の 1998 年春の活動にフォーカスし、ラジオ番組音声（未編集）・LA での映像（未発

表を含む）・音楽専門誌をリアルにコンプリートした完全限定生産の BOX セット「hide1998〜Last	 Words

〜」をリリースする運びとなりましたので、下記の通りお知らせいたします。	 

	 

hide が惜しまれつつ永眠してから 20 年を迎える今年。「hide	 20th	 Memorial	 Project」と銘打ち４月 28

日、29 日にお台場野外特設ステージ J 地区にて開催予定のイベント「hide	 20th	 Memorial	 SUPER	 LIVE	 

SPIRITS」や５月 26 日公開予定のドキュメンタリー映画「HURRY	 GO	 ROUND」（全国ロードショー作品）な

ど今後も１年を通して様々なプロジェクトが予定されています。また先日発表されましたように X	 JAPAN

も「X	 JAPAN	 LIVE	 2018	 アメリカフェス出演直前	 PREMIUM	 GIGS	 〜YOSHIKI 復活の夜〜」が 2018 年４月

10 日、11 日	 に Zeep	 Diver	 City にて行われる事が決定しております。	 

記	 

商品概要	 	 

・	 商品名： hide1998〜Last	 Words〜（12cmCD５枚、８cmCD１枚、DVD１枚、書籍	 ２冊）	 
・	 発売日：2018 年５月２日	 

・	 予約開始日：2018 年３月 15 日	 

・	 価格：\14,904（税込）	 

・	 サイト URL：http://www.hide-city.com	 

	 

	 
注：商品デザインはイメージです。変更になる場合がございますのでご了承ください。 
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■	 商品内容	 

■1998 年春。hide が 20 年前に残した言葉・音声・映像がコンプリートされた BOX 作品が遂にリリース！現

在まで未公開のものを含む hide の一挙手一投足が全て網羅された貴重な作品。CD６枚、DVD１枚、書籍２冊

をオリジナルクリアケースに収めた豪華特殊仕様パッケージ。	 

	 

*hide’s	 voice：CD４枚組	 

ニッポン放送で 1998 年４月 10 日〜計４回に渡って放送された、「hide のオールナイトニッポン R」	 

オンエアーでは当然カットされている、ラジオディレクターとのオフマイクでのやりとりも含め、アーティ

スト hide として、また松本秀人としての両面から自分の生きざまや想いを語った、総収録時間約 210 分に

及ぶ hide の言葉が溢れ出す作品。	 

	 

*hide’s	 movie：DVD１枚	 

1998 年３月、3	 rd アルバムとなる「Ja,zoo」のレコーディングを LA で行っていた。そのレコーディングの

隙間を縫って行われた、オールナイトニッポン Rの収録風景を中心に撮影された貴重な映像。サンセットス

タジオでのラジオ収録はもちろん、LA での自宅屋上や公園、レストランなどでの収録風景も。ライブやテ

レビパフォーマンスでは見られない、リラックスした hide の表情が様々な角度で映し出された作品。	 

	 

*hide’s	 book：書籍２冊	 

＜オールナイトニッポン R完全書籍化＞	 

hide’s	 voice に収録されているオールナイトニッポン Rを書籍化。hide のメッセージを文字で表現するこ

とによって、音源や映像とはまた違ったメッセージを感じ取ることができる。さらに貴重な写真や、年表な

ど読みごたえのある作品に仕上がっている。	 

	 

＜hide’s インタビューコンプリート book＞	 

1998 年４月に LA で取材され 1998 年５月に発行されたロッキンオンジャパンを始め、４月末に取材された

uv、GIGS、音楽と人、フールズメイト、pause の写真・文章を完全再現したコンプリート BOOK。	 

	 

*hide’s	 talk：CD１枚	 

bay-fm での hide のレーベルである「LEMONeD」としてのレギュラー番組「RADIO	 LEMONed」の人気コーナー

「hide’s	 voice」を約 65 分に渡って収録。番組 DJ：木村世治（ZEPPET	 STORE）に向けた hide のメッセー

ジが収録された作品。プライベートな質問にも答えている hide の素が垣間見れる作品。	 

	 
	 

	 

≪2018 年	 hide	 20th	 Memorial	 Project≫	 

	 

■2018 年４月 28 日、29 日：hide	 20th	 Memorial	 Super	 Live[SPIRITS]	 お台場野外特設ステージ J地区	 

４月 28 日出演予定アーティスト：hide	 with	 Spread	 Beaver（ゲスト PATA	 from	 X	 JAPAN）、OBLIVION	 DUST、

ZEPPET	 STORE、D’ERLANGER、BUCK-TICK、MUCC	 

４月 29 日出演予定アーティスト：hide	 with	 Spread	 Beaver（ゲスト PATA	 from	 X	 JAPAN）、氣志團、J、ZIGGY、

defspiral、布袋寅泰	 

	 

■2018 年５月 26 日公開予定：映画[HURRY	 GO	 ROUND]	 全国ロードショー	 

hide の生前所縁のある場所（横須賀、LA スタジオ、LA 自宅など）を俳優の矢本悠馬がナビゲータを務めて回る

ドキュメンタリー作品	 
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「hide」	 

生年月日：1964 年 12 月 13 日	 

出身地：神奈川県横須賀市	 

所属：株式会社ヘッドワックスオーガナイゼーション	 

X	 JAPAN のギタリスト「HIDE」として、ソロアーティスト「hide」としてミュージックシーンに多大なる

影響を今でも与え続ける”hide”	 

その圧倒的な音楽性と斬新なアートセンスは、日本のみならず全世界のファンから支持され続けている。	 

1998 年５月２日に惜しまれながら永眠してから、今年で早 20 年の歳月が経った。2018 年は hide	 20th	 

Memorial	 Project としてライブ、BOX 作品、映画公開を皮切りに様々なプロジェクトが動きだす１年とな

る。	 

	 

	 
Ⓒ2018	 HURRY	 GO	 ROUND 製作委員会	 

	 
	 

※参考情報	 

・株式会社エムアップ	 	 

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 10F	 
事業内容	 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	 

URL	 	 	 	 	 	 	 http://www.m-up.com/	 

	 

・株式会社ヘッドワックスオーガナイゼーション	 

	 	 代表取締役	 松本裕士	 

	 	 本社	 	 	 東京都千代田区九段南二丁目５番５号	 イシカワ BLD	 ４F	 

	 	 	 	 

	 

・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。	 	 

以	 上	 
■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	 


