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株式会社ポニーキャニオン

ポニーキャニオン創立 50 周年突入！
記念本・イベント・50 時間生放送等目白押し企画発表！特設サイトも公開

ポニーキャニオンは 10 月 1 日に創立 50 周年を迎えます。
そこで、今年をメモリアルイヤーとして、これまでご支援頂いた皆様に感謝し、総合エンターテイメン
トカンパニーとしての新しいポニーキャニオンを広く知って頂けるよう、様々なイベント・企画を実施
することが決定しました。
10 月 8 日(土)～10 月 10 日(月・祝)の 3 日間は、アイドル、声優、EXIT TUNES それぞれに特化した豪華
ライブイベントをニッショーホールにて開催します。
10 月 8 日(土)には港区・増上寺にて「ポニーキャニオン創立 50 周年記念スペシャル・アニバーサリー・
ステージ」とし、
「みなと区民まつり」増上寺大殿前ステージにつるの剛士、奥華子、城南海、吉田山田
が登場しステージを大いに盛り上げます。
ぽにきゃんごーてぃーゔぃー

また、50 周年を祝し「ポニーキャニオン 50 周年 50 時間連続放送「ポニキャン 50TV」(読み：ぽにきゃ
んごーてぃーう゛ぃー)と題した 50 時間連続放送(10 月 8 日 12:00～10 月 10 日 14:00)を実施し、こちら
はニコニコ生放送(公式)と LINE LIVE にて配信されます。
本社の位置する虎ノ門地区とのコラボレーション企画としては、50 周年記念本「トラぺこ」を 9 月 30 日
に発売。虎ノ門のカフェ・グルメ・パワースポットなどの情報はもちろん、アーティストが考案したオ
リジナルメニューや、虎ノ門㊙スポットでのアーティスト対談、クーポン情報など、おトクな情報が盛
りだくさんな一冊となります。
その他にもスペシャルな企画が盛りだくさんの、ポニーキャニオン 50 周年イヤーにぜひご注目下さい。

■ポニーキャニオン 50 周年記念特設サイト
http://50th.ponycanyon.co.jp
※今後も情報は随時更新されていきます。

■Program
ぽにきゃんごーてぃーゔぃー

ポニーキャニオン 50 周年 50 時間連続放送「ポニキャン 50TV」(読み：ぽにきゃんごーてぃーう゛ぃー)
ポニーキャニオンの音楽・映画・バラエティ・アニメから虎ノ門コラボグルメまでを一気に楽しめる特
別番組を 50 時間連続で放送します！笑いあり、涙あり、セクシーあり(！？)となんでも楽しめる 50 時
間です！
○日程：10 月 8 日(土)12:00～10 月 10 日(月・祝)14:00
○ニコニコ生放送 URL：http://live.nicovideo.jp/watch/lv274683239
○LINE LIVEURL：https://live.line.me/r/channels/499/upcoming/33302
○番組詳細：後述

■Event
ぽにきゃん！アイドル倶楽部 感謝祭～PONY CANYON 50th Anniversary Special～
ポニーキャニオン所属のアイドルが一堂に集結するニコニコ生放送のアイドル番組「ぽにきゃん！アイ
ドル倶楽部」のスペシャルイベントを開催します！今回はアイドル倶楽部のメンバーが 50 周年を記念し
て盛大な FES 形式でライブを行います！
○日程： 10 月 8 日(土)＠ニッショーホール 17：30 開場／18：00 開演
○出演者：ベイビーレイズ JAPAN／バンドじゃないもん！／マジカル・パンチライン／さんみゅ～／がん
ばれ！Victory／Ange☆Reve／クロユリ from 夏の魔物
○公式サイト：http://idol.ponican.com/
○チケット販売 URL：http://w.pia.jp/t/pc-idolclub/

P's LIVE TORANOMON SP～50th ANNIVERSARY～
ポニーキャニオンに所属する声優アーティストが出演するライブイベント P's LIVE！そんな P's LIVE が
今回 50 周年記念スペシャル版として虎ノ門で開催されます！ここでしか見られない声優アーティストに
よるスペシャルなライブをお楽しみ下さい！
○日程：10 月 9 日(日)＠ニッショーホール
①12：30 開場／13：00 開演

②15：30 開場／16：00 開演 ③18：30 開場／19：00 開演

○出演者：竹達彩奈／三森すずこ／遠藤ゆりか／内田真礼／MICHI／久保ユリカ／和島あみ
(※各回によって出演者が異なりますので下記 URL でご確認ください)
○チケット販売 URL：http://special.canime.jp/50th/

ぽにきゃん 50 周年イベント 後夜祭 - 昼の部 -『ACTORS イベント～天翔学園番外編～』
私立天翔学園の生徒・先生たちを男性声優が演じ、人気ボーカロイド曲を歌唱する新たな歌ってみた CD
『ACTORS』
。普段のイベント内容とは一味違う、50 周年記念イベントに相応しいバラエティ豊かな内容で
お届け♪
○日程：10 月 10 日(月)＠ニッショーホール 11：30 開場／12：30 開演
○出演者：高橋直純／野島健児／速水奨／緑川光／他
○チケット販売 URL：http://special.canime.jp/actors/ticket/
ぽにきゃん 50 周年イベント 後夜祭 - 夜の部 -『みんなで歌おう♪ P's ANISON SHOUT NIGHT -ULTRA MEGA
MIX- 』
50 周年イベントの最後を飾る、グランドフィナーレ！大ヒットアニソンを出演者と一緒にシャウト！
アニソン DJ あり、ヲタ芸あり、鳴り物、光り物、なんでもあり。全員参加で盛り上がる、怒涛のアニソ
ンメガヒットメドレー！！
○日程：10 月 10 日(月)＠ニッショーホール 17：00 開場／17：30 開演
○出演者
井上喜久子、田中真弓、野島健児、吉田尚記(ニッポン放送)、アニソンディスコ、PCF(DJ けいたん from
RAB(リアルアキバボーイズ)/ただのん/暴徒)、ギニュ～特戦隊、他･･･シークレットゲストあり！
○チケット販売 URL：http://special.canime.jp/50th/
ポニーキャニオン創立 50 周年記念スペシャル・アニバーサリー・ステージ
50 周年を記念し、みなと区民祭りとのコラボレーションライブ！ポニーキャニオン所属のアーティスト
が、自身の代表曲はもちろん、50 年間を彩ってきた過去の名曲を特別にカバーし、老若男女全ての皆様
が楽しめるスペシャルなライブを披露します！
○日程：10 月 8 日(土)13：30 開演
○出演者：つるの剛士、奥華子、城南海、吉田山田
■Book
トラぺこ
虎ノ門のカフェ・グルメ・パワースポットなどの情報はもちろん、アーティストが考案した「トラぺこ」
オリジナルコラボメニューや、虎ノ門㊙スポットでのここでしか聞けないコラボトークなど情報盛りだ
くさんの 1 冊！虎ノ門エリア 20 店舗で使えるクーポン付き！
○日程：9 月 30 日(金)発売
○出演者(掲載アーティスト)
叶姉妹×三森すずこ／内田真礼×MICHI・花守ゆみり・遠藤ゆりか／つるの剛士×城南海／w-inds.×Lead
／奥華子×竹達彩奈／下野紘、他

■Goods
50 周年記念グッズ
ポニーキャニオンの 50 周年を記念したスペシャルなグッズを販売します！アイドル倶楽部のコラボ T シ
ャツ、P's LIVE のコラボ T シャツ、そして「Happy」をテーマに声優アーティストが考案したオリジナル
デザインの T シャツを販売します！
○日程：10 月 8 日(土)より順次発売開始
○出演者(グッズ)
ぽにきゃん！アイドル倶楽部×50 周年コラボ T シャツ／P's LIVE TORANOMON SP コラボ T シャツ／三森
すずこ×50 周年コラボ T シャツ／竹達彩奈×50 周年コラボ T シャツ／内田真礼×50 周年コラボ T シャ
ツ／久保ユリカ×50 周年コラボ T シャツ

ぽにきゃんごーてぃーゔぃー

※「ポニキャン 50TV」番組詳細
□10 月 8 日(土)放送番組
①ポニーキャニオンの秘蔵っ子・永野ちゃんと仲間たちが送る「ポニーキャニオン 50 周年」を祝う集会
出演：永野／浜辺のウルフ／シオマリアッチ／ザ・ツイスターズ／パーティ内山／カミナリ／あがすけ
番組概要：大ブレイク中・永野のネタはもちろん、グレープカンパニー所属の注目の若手芸人達のネタ
を披露！さらに、ポニーキャニオン 50 年の歴史を振り返りながら盛大にお祝い！
②ぽにきゃん！アイドル倶楽部感謝祭舞台裏中継
出演者：吉田尚記（ニッポン放送）／ベイビーレイズ JAPAN／バンドじゃないもん！／マジカル・パンチ
ライン／さんみゅ～／がんばれ！Victory／Ange☆Reve／クロユリ from 夏の魔物
番組概要：「ぽにきゃん！アイドル倶楽部 感謝祭～PONY CANYON 50th Anniversary Special～」の舞台
裏をニッショーホールから生中継。
③w-inds. × Lead スペシャルマッチ
出演者：w-inds.／Lead
番組概要：w-inds.× Lead による夜会！メンバー6 人によるニコ生特番が遂に実現！デビュー15 周年の
w-inds.とデビュー15 年目の Lead のスペシャルマッチ！15 年の時を経て見せる彼らの世紀の一戦を見逃
すな！！お楽しみに♪
④吉田山田×ブリーフ&トランクス 即興ソング祭
出演者：吉田山田／ブリーフ&トランクス
番組概要：吉田山田とブリーフ&トランクスでポニーキャニオン 50 周年を祝したテーマソングを視聴者
からのキーワード等を基に即興で作成。即興ソングに定評のある(？)二組からどんな名曲、迷曲が飛び
出すか、乞うご期待！

□10 月 9 日(日)放送番組
⑤叶姉妹のファビュラスナイト
出演者：叶姉妹
番組概要：愛の伝導師叶姉妹をホストに、視聴者のお悩みなどを解決していくトーク番組。
夜のお供に最適な乙女向けシュチュエーションドラマも紹介。
⑥：P's LIVE TORANOMON SP 楽屋トーク
出演者：竹達彩奈／三森すずこ／遠藤ゆりか／内田真礼／MICHI／久保ユリカ／和島あみ
司会：大坪由佳
番組概要：10 月 9 日(土)ニッショーホールで開催の 50 周年記念ライブ「P's LIVE TORANOMON SP」のス
ペシャル企画として、出演者の中から数名が楽屋トークを生放送でお届けします！P's LIVE01 と 02 に出
演した大坪由佳さんが司会として登場します。
⑦SHOW BY ROCK!!特番にこにゃま
出演者：稲川英里／沼倉愛美／他
番組概要：
「SHOW BY ROCK!!」とは サンリオ発のゲーム・アニメファン向けのバンドをテーマとしたキ
ャラクタープロジェクト。10 月 2 日より TOKYO MX ほかにて第 2 期放送開始！そんな「SHOW BY ROCK!!」
の特番にこにゃま♪
⑦響け！ユーフォラジオ～ポニーキャニオン 50 周年を祝う音楽会
出演者：朝井彩加／豊田萌絵／藤村鼓乃美／山岡ゆり／種﨑敦美
番組概要：10 月より放送開始のＴＶアニメ『響け！ユーフォニアム 2』。第１期「響け！ユーフォニアム』
の放送時、大好評のうちに幕を閉じたニコ生番組「響け！ユーフォラジオ～MC のいない音楽会～」のポ
ニーキャニオン 50 周年記念バージョンでお届けします！
そして、次の曲が始まるのです！
⑨“生”島ジェーン
出演者：上島竜兵／肥後克広／野呂佳代／マッコイ斉藤／他
番組概要：映画「上島ジェーン」シリーズ主演俳優・上島竜兵さん、助演俳優・肥後克広さん、助演女
優野呂佳代さん、そしてシリーズの監督を務めたマッコイ斉藤さんによるトーク番組。
⑩MILOU(ミルゥ)「私だけ？相談室」生放送スペシャル
出演者：脊山麻理子／遠野なぎこ／OLIVIA(ラブライフアドバイザー)／喜田直江(なおえビューティーク
リニック院長)／男性特別ゲスト(予定)
番組概要：女性向け動画配信サービス「MILOU(ミルゥ)」内での人気番組「誰にも言えないオンナの悩み
に答えます！私だけ？相談室」の生放送スペシャル番組。セックスやカラダの悩み、パートナーとのト
ラブルなど、
「誰にも言えないオンナの悩み」に各界で活躍するプロが答えます。オンナたちの赤裸々な
「性」の事情が明らかになる「大人の女性専用の保健室」です。

□10 月 10 日(月・祝)放送番組
⑪「オフィス北野ファンクラブ」
出演者：馬鹿よ貴方は／マッハスピード豪速球／ランジャタイ
《スペシャルゲスト》グレート義太夫／吉田宏プロデューサー(イースト・エンタテインメント)
番組概要："馬鹿よ貴方は"が事務所を代表してニコ生に登場！大尊敬するビートたけしさんの DVD を見
ながら目指す芸人象を仲間たちと語り、最新ネタも披露！スペシャルゲストに大先輩グレート義太夫さ
ん、吉田宏プロデューサーも登場！

【お問合せ】

(株)ポニーキャニオン プロモーション Div. ／ TEL：03-5521-8010

