NEWS RELEASE
2019 年 12 月 2 日

株式会社ランシステム

定額制音楽ストリーミングサービス「AWA」と「自遊空間」のコラボ第四弾
バーチャルアーティスト「まりなす（仮）」の未配信楽曲＆オリジナルヴォイスを
2019 年 11 月より 5 ヶ月連続独占限定配信中！12 月は「音葉なほ」

株式会社ランシステム（東京都豊島区、代表取締役社長：日高大輔、以下「ランシステム」）は、運営す
る全国の複合カフェ「スペースクリエイト自遊空間（以下「自遊空間」）」で、AWA 株式会社（本社：東京都
港区、代表取締役社長：小野哲太郎）が運営する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサー
ビス「AWA（アワ）」と提携し、自遊空間店舗に導入されている FREE Wi-Fi を使ったスペシャルコンテンツ
の提供を 2019 年 2 月より開始しております。
第四弾アーティスト、歌って踊れる Virtual Artist Unit「まりなす（仮）」の未配信楽曲と限定オリジナル
ヴォイス＆プレイリストを 2019 年 11 月 1 日（金）より自遊空間で 5 ヶ月連続独占配信中。
12 月は、まりなす(仮)の“な”担当の『音葉なほ』が担当、“お腹が空いたときに聴く曲”をテーマにセレ
クトしたプレイリストを公開いたします。さらにプレイリストやメンバーについて語ったオリジナルヴォイスも
配信。自遊空間でしか聴くことのできないスペシャルコンテンツをお楽しみください。
また、AWA 公式 Twitter では、まりなす（仮）のサイン入りポスターがあたるプレゼントキャンペーンも実
施中。AWA 公式 Twitter の指定の投稿をリツイートし、本アカウントをフォローされた方の中から抽選でプ
レゼントいたします。

本取り組みは、自遊空間の店舗において無料で使用できる FREE Wi-Fi サービスに接続すると、どな
たでも「AWA」が提供するスペシャルコンテンツを聴けるというものです。2019 年 11 月 1 日（金）より、歌っ
て踊れるアーティストユニットまりなす（仮）の未配信楽曲とオリジナルヴォイスの配信を開始。各メンバー

が 5 カ月に渡り月替わりで、楽曲、オリジナルヴォイス、プレイリストを担当します。
なお、「AWA」のスタンダードプランにご登録いただいている方およびトライアル期間中の方は、楽曲を
フルバージョンで聴くことができ、フリープランをご利用いただいている方も 90 秒バージョンをお楽しみい
ただけます。まりなす（仮）の未配信楽曲と限定オリジナルヴォイス＆プレイリストを聴ける機会を提供して
いるのは、「AWA」と自遊空間による本取り組みだけとなります。
自遊空間キャンペーンサイト：https://jiqoo.jp/news/archives/761
※先行配信楽曲は、翌月に「通常配信」開始します(通常配信＝他サービスにて配信)

■まりなす（仮）
ａｖｅｘがプロデュースする初の 4 人組バーチャルダンス＆ボーカルユニット！ YouTube での動画投
稿や生配信にとどまらず、リアルとバーチャルでの音楽ライブをメインに活動中！2019 年 11 月、12 月
と連続でのワンマンライブも決定しています。 メンバーは、ピュアで元気いっぱいの『奏天（かなめ）ま
ひろ』、シャイで生真面目な『燈舞（とうま）りん』、不思議系お嬢様の『音葉（おとの は）なほ』、天才猫
型帰国子女の『鈴鳴（すずな）すばる』。個性バラバラなメンバーが魅せる、息ぴったりの歌とダンスに
ご注目ください！
【URL】
公式サイト：https://avex.jp/marinasu/
公式 YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCDgH-CfHO85D0rxtXnXeN2w
公式 Twitter：https://twitter.com/marinasuchannel

■『自遊空間限定配信！まりなす（仮）特集！

12 月は音葉なほ』

●音葉なほ
2002 年 12 月 3 日生まれ。AB 型。
おっとりとした不思議ちゃん系お嬢様。一人だけ違う時間軸で生きているかのような独特の
間を持っており、独特な言葉のチョイスをする。幼少期から習っていたバレエで培った驚異
的な体幹を活かした、軸のぶれない綺麗なダンスが特徴。食と睡眠を重視しており、特に「お
唐揚げさん」にはかなりのこだわりと愛を持っている。まひろとは幼馴染。

■自遊空間限定配信中！まりなす（仮）Vol.2 音葉なほ
1.培訓課程 / まりなす(仮)
2.自遊空間限定 音葉なほ from まりなす(仮) Special Voice #1

3.はらぺこパレード / 響木アオ
4.おべんとうばこのうた / 神崎ゆう子/坂田おさむ
5.自遊空間限定 音葉なほ from まりなす(仮) Special Voice #2
6.あったかいんだからぁ♪ / クマムシ
7.大志を抱け!カルビアンビシャス! / わーすた
8.自遊空間限定 音葉なほ from まりなす(仮) Special Voice #3
9.野菜シスターズ / AKB48
10.ねぎねぎ Rock~私もお家に連れてって~ / Negicco
11.ぐみのうた / 東雲めぐ
12.自遊空間限定 音葉なほ from まりなす(仮) Special Voice #4
13.お菓子作り / SHISHAMO
14.タピオカミルクティー / わーすた
15.自遊空間限定 音葉なほ from まりなす(仮) Special Voice #5
16.ジユーダム / 椎名林檎
17.お弁当ばこのうた~あなたへのお手紙~ / 半崎美子
18.自遊空間限定 音葉なほ from まりなす(仮) Special Voice #6
19.WONDERLAND / まりなす(仮)
20.JUST IN MY HEART / まりなす(仮)
※上記プレイリストは、自遊空間の FREE Wi-Fi 接続時にのみ視聴が可能です。

■AWA とは
「AWA（アワ）」は、サイバーエージェントとエイベックス・デジタル株式会社の共同出資による AWA
株式会社が提供する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスです。
2015 年 5 月にサービスの提供を開始し、配信楽曲数は 6,000 万曲、著名人およびユーザーが作
成したプレイリスト数は約 1,100 万件におよびます。2016 年 11 月には、「オフライン再生」を除くすべ
ての機能が月額無料で利用できる新「Free プラン」を発表。楽曲のショートバージョンをクロスフェード
で再生できる新機能「ハイライト再生」も追加し、累計ダウンロード数は 1,900 万ダウンロードを突破い
たしました（2019 年 7 月 13 日時点）。また、2017 年 12 月に発表された、Google Play 発表「ベスト オ
ブ 2017」日本版にて、アプリの中で頂点となる「2017 年 ベストアプリ」を受賞。2018 年 10 月には、シ
ョートムービープラットフォーム「TikTok（ティックトック）」と、音楽事業において業務提携いたしました。
「AWA」は名実ともに国内最大規模の音楽ストリーミングサービスへと成長しています。
名

称： 「AWA（アワ）」

推奨環境：

https://awa.fm/

＜スマートフォン版＞iOS 10.0 以降、Android 6.0 以降
＜PC 版＞Windows 7, 8, 8.1, 10 (32/64bit)、Mac OS X 10.9 Mavericks 以上
＜埋め込みプレイヤー＞ Google Chrome (最新版)、Microsoft Edge (最新版)、
Safari (最新版), Internet Explorer 11 以降

価

格：

提供開始：

Standard プラン（月額 税込 980 円）/ Free プラン（月額 無料）
2015 年 5 月 27 日

【URL】
AWA： https://awa.fm/
App Store： https://itunes.apple.com/jp/app/awa-music/id980578855
Google Play： https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool
デスクトップ版アプリ： https://awa.fm/download/
AWA 最新情報： https://news.awa.fm/
AWA 公式 Twitter： https://twitter.com/awa_official?lang=ja
【自遊空間のご利用に関して】
・店舗ご利用の際は最初に自遊空間への会員登録が必要になります。会員登録料は店舗により異
なります。
・利用料金は時間課金制となっております。
・自遊空間 HP ： https://jiqoo.jp/
【複合カフェ「スペースクリエイト自遊空間」に関するお問い合わせ先 】
株式会社ランシステム

経営企画室

TEL：03－6907－8115
E-mail：sc-project@runsystem.co.jp
以

上
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