
 

2018年 5月 25日 

株式会社ベネフィット・ワン 

株式会社ソナーユー 

 

オーディエンス参加型ライブグランプリ｢OTONOVA｣ 

『グランプリファイナル』6/2 EX THEATER ROPPONGI にて開催 

～参加アーティスト 1627 組から選ばれたファイナリスト 9 組が出演～ 

 

株式会社ベネフィット・ワン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 白石徳生、以下「ベネフィッ

ト・ワン」）と株式会社ソナーユー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 平井俊広、以下「ソナーユ

ー」）は、「OTONOVA」に参加したアーティスト 1627 組の中から、全国のべ 4 万人のオーディエンスの投

票によって選ばれた 9 組のアーティストが出演する『グランプリファイナル』を、6 月 2 日（土）に EX 

THEATER ROPPONGI（東京都港区）にて開催いたします。 

 

 

 

 ベネフィット・ワンとソナーユーは、アーティストの音楽活動を支援する、オーディエンス参加型ラ

イブグランプリ「OTONOVA」を今年１月から全国で開催しています。全国各地で行われた 1月の予選会か

ら 5 月のエリアファイナルでは、回を増すごとに動員数・投票数が増え続け、関東エリアファイナルの

観客動員数は約 700 名、その他会場でも過去最高動員数を記録するなど、アーティストがより多くの人

に知ってもらえる場を提供してまいりました。 

そしてこの度、「OTONOVA」に参加したアーティストの中から、オーディエンスの投票によって選ばれ

た 9組のアーティストが出演する『グランプリファイナル』を、6月 2日（土）に EX THEATER ROPPONGI

（東京都港区）にて開催いたします。 

■ 『OTONOVAグランプリファイナル』 概要 

日  程： 2018年 6月 2日(土) 15:00～22:00（14:20開場） 

会  場： EX THEATER ROPPONGI（東京都港区西麻布 1丁目 2-9） 

出 演 者： 全国の予選を勝ち抜いた OTONOVAエリア代表アーティスト（９組） 

DJ Nobby（司会）、ねごと（ゲストアーティスト）、TEMPURA KIDS（ゲストアーティスト）

TOYZ（応援 Girls）、99999（応援 Girls） 他 



 

出演特典：  グランプリ賞金 100万円 準グランプリ賞金 30万円 

その他出演アーティストには、協力企業より音楽活動をサポートする特典有 

お問合せ： 『OTONOVA』事務局（株式会社ソナーユー内）support@otonova.tv 

Ｕ Ｒ Ｌ： https://otonova.tv/ 

 

 ＜エリア代表アーティスト＞（※順不同） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【一般チケット販売概要】 

金  額： 前売り／3,000円（税込） 当日／3,500円（税込）（全席自由） 

※前売りチケットが完売した場合、当日券の販売は中止となる可能性があります 

※ご入場時、別途１ドリンク 500円が必要になります 

購入方法： オンラインチケット販売「ライブポケット」 

https://t.livepocket.jp/e/otonova2」 

その他プレイガイド※詳細に関しては、公式 HP で随時更新いたします 

問合せ先:  OTONOVA運営事務局（株式会社ソナーユー内） 
support@otonova.tv（※受付時間 平日9:30-17:00） 

▲北海道・東北エリア代表「Judgement 

Ship」 

▲関東 A・北陸 A・北信越エリア代表 

「木更津発 仏恥義理アイドル C-Style」 
▲関東 B エリア「A Sky of Magnolia」 

▲関東 C エリア代表「BlueHairs」 ▲関西 A・北陸 B エリア代表「ＩＴＩ」 

 

▲関西 B・中国 A・四国エリア代表 
「chouchou」 

 

 ▲九州・中国 B エリア代表「mëme」 

 

▲東海エリア代表「YU-8」 

 

▲敗者復活戦代表「LOUDER」 

https://otonova.tv/
mailto:support@otonova.tv


 

■ 参考：オーディエンス参加型ライブグランプリ『OTONOVA』概要 

日  程： 2018年 1月～6月 2日 

場  所： 全国のライブ会場（113ヵ所） 

      ※「エリア代表決定戦 準決勝」以降は指定された会場にて実施 

内  容： アーティストの音楽活動を支援するオーディエンス参加型ライブグランプリ。 
2018年 1月から全国 113のライブ会場で約 500回のライブを開催。全国から 
1627組のアーティストが参加しました。ライブは全て特設 WEB サイトで完全 
生中継され、オーディエンスがアーティストのパフォーマンスを評価することで、 
アーティストは頂点を目指します。 

▼スケジュール 

2018年 1月～  ライブ会場代表アーティスト決定戦 予選会 

3 月～  ライブ会場代表アーティスト決定戦 ファイナル 

4 月～  エリア代表アーティスト決定戦 セミファイナル 

5 月～  エリア代表アーティスト決定戦 ファイナル 

6 月 2日 グランプリファイナル in EXシアター六本木 

※計 5回勝ち抜いて栄えあるグランプリ獲得 

▼勝ち抜きアーティスト審査方法 

ライブ当日、各イベントが指定する時間帯に、オーディエンスより投票されたギフト

（※）の合計ポイント獲得数が高いアーティストが次のステージに進めます 

（※）ギフト 

・オーディエンスは『OTONOVA』内通貨であるゴールド（以下「G」、100G＝108 円）を

購入し、ギフトと交換する 

・ギフトは 100G、300G、500G,1,000G、3,000G、10,000Gの 6種類 

・毎日特設サイトにログインするたびにギフトを付与。そのほか、ベネフィット・ス

テーション会員限定ギフト、sonar-u会員限定ギフトがある 

・ライブハウス来場者には 5,000G相当の特別ギフトを 2つ（10,000G相当）付与。 

特別ギフトは同一ライブにて同一アーティストには投票できない仕様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ▲ライブ生中継（イメージ） ▲購入ギフト（イメージ） 



 

料  金： 生中継の閲覧は無料  

※ライブ会場入場は各会場の料金設定に基づく 

お問合せ：  『OTONOVA』事務局（株式会社ソナーユー内）support@otonova.tv 

Ｕ Ｒ Ｌ： https://otonova.tv/ 

協力企業： 株式会社サイバーエージェント 

・動画配信プラットフォーム「FRESH！」にて『OTONOVA』全ライブ完全生中継 

チューンコアジャパン株式会社 

・音楽配信代行サービスで『OTONOVA』出演アーティストに無料クーポン提供 

・LINE MUSIC社とのオンライン選考枠共同企画 

・グランプリ出場アーティストのオムニバス音源を Amazon Recordsと共同企画、 

ディスク・オンデマンドで CDを販売 

LINE MUSIC 株式会社 

・定額制オンデマンド型音楽配信サービス LINEMUSICにてオンライン選考枠の開催 

SHOWROOM株式会社 

・ライブ配信プラットフォーム SHOWROOMにてオンライン選考枠の共同企画イベント 

の開催 

・グランプリ受賞アーティストに特別番組出演権提供 

株式会社ワールドスケープ 

・Frekulかんたんカラオケ配信サービスで『OTONOVA』出演アーティストにクーポン提供 

・グランプリ受賞アーティストに無料券提供   

株式会社スクランブルズ 

・音楽プロデューサー松隈ケンタ氏より九州エリア優秀アーティストへ特別特典提供 

株式会社ノア 

・サウンドスタジオノアにて告知協力。 

・『OTONOVA』出演アーティストにレコーディング代機材費割引クーポン提供 

株式会社スタンダード 

・ジョイサウンド直営店にて告知協力 

・『OTONOVA』出演アーティスト、オーディエンスにクーポン提供 

DJ NOBBY‘S TOKYO LIVE 

・ラジオでの告知協力 

・ライブや音声番組の MC協力 

株式会社 Voicy 

・音声番組の配信協力 

LINE RECORDS 

・優秀アーティストにアーティストバックアップ特典提供 

株式会社 GVM 

・優秀アーティストにアーティストバックアップ特典提供 

株式会社ユイエンタテインメント 

・優秀アーティストにアーティストバックアップ特典提供 

ユニバーサルミュージック合同会社 

・優秀アーティストにアーティストバックアップ特典提供 

エイベックス・エンタテインメント株式会社 

・優秀アーティストにアーティストバックアップ特典提供 

https://otonova.tv/


 

UtaTen 

・歌詞検索サイト「UtaTen」にて告知協力 

LivePocket 

・チケット販売サイト「LivePocket」にて告知協力 

CAST ENTERTAINMENT 

・映像制作の協力 

 

参考 会社概要 

【株式会社ベネフィット・ワン】 

会 社 名： 株式会社ベネフィット・ワン 

所 在 地： 東京都千代田区大手町二丁目 6番 2号 

設 立： 1996年 3月 15日 

代 表 者： 代表取締役社長 白石徳生 

事業内容： 福利厚生事業／インセンティブ事業／CRM(Customer Relationship Management)事業／ 

パーソナル事業／BTM(Business Travel Management)事業／旅行事業／ヘルスケア事業 

／コストダウン事業 

 

【株式会社ソナーユー】 

会 社 名： 株式会社ソナーユー 

所 在 地： 東京都新宿区四谷２丁目 12番５号 

設 立： 2015年 6月 25日 

代 表 者： 代表取締役社長 平井 俊広 

事業内容： 定額制ライブ行き放題サービス「sonar-u」の提供 
 

▼報道関係者お問合せ 

【株式会社ベネフィット・ワンについて】 

 株式会社パソナグループ 広報室  

  担当/藤巻、大倉       

Tel：03-6734-0215 E-mail：p.kohoshitsu@pasonagroup.co.jp 

 

【株式会社ソナーユーについて】 

株式会社アクトコール 広報チーム        

担当/ 高橋、甲能 

  Tel：03-5312-2303 E-mail：act_pr@actcall.jp 

 


