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位置情報活用イベントアプリ『こことろ』と
無料デジタル放送「i-dio(アイディオ)」の無料視聴アプリ『TS PLAY』を使用した
イベント開催に関するお知らせ
当社が構成団体として参画している「京都府位置情報活用協議会」が開発、配信する位置情報
活用イベントアプリ『こことろ』を活用した視聴者参加型イベントが東京・原宿の竹下通りで
開催されますのでお知らせします。
このイベントは、無料デジタル放送「i-dio(アイディオ)」のコンテンツ・プロバイダーである TOKYO
SMARTCAST 株式会社（代表取締役社長：武内英人）のフラッグシップチャンネル TS ONE で放送中
の番組「TS ONE UNITED」にて、木曜 23 時パーソナリティ担当の「ゆーちゃそ王子」が、竹下
通り（東京・原宿）の各ポイントに「AR ゆーちゃそ王子」として出現、参加者は撮影ポイントで一緒に
デートをしているかのような写真を撮影し、Twitter でシェアすることができます。スマホで「聴く・
見る・移動する・撮影する・SNS でシェアする」をシームレスに行うことで、視聴者とパーソナリティ
がバーチャル空間でつながり楽しむことができる、新たなメディアミックス・サービスとなります。
詳細につきましては、次ページ以降の同社プレスリリースをご確認ください。
「京都府位置情報活用協議会」は、
『地域の隠れた観光資源等の情報を位置情報システムの活用により
収集・発信し、新たな観光誘客を促進するなど、官民が連携して観光振興を図るために必要な事業を
実施することを目的』に設立・運営されております。
TOKYO SMARTCAST 株式会社は、地上波デジタル放送最高音質で放送する「TS ONE」をはじめと
した、生活を豊かにする様々なコンテンツとの出会いと、
「安全・安心」サービスの実現に向けて、放送
と通信のデジタルコミュニケーションプラットフォームサービスを提供するデジタルラジオ放送局です。
当社は、安全・安心な情報社会を支えるために、信頼性の高い移動体通信技術、IoT 技術をベースに
関連事業者との共同事業に積極的に取り組んでいます。
＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
ＰＣＩソリューションズ株式会社
営業本部 ソリューション営業統括部 ソリューション営業部
Mail：pmo@pci-sol.com Tel：03-5633-8260
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報道各位

「AR ゆーちゃそ王子」が原宿・竹下通りに出現！
放送と AR 機能が連携したバーチャルイベント企画を実施！
無料デジタル放送「i-dio(アイディオ)」のコンテンツ・プロバイダーである TOKYO SMARTCAST 株式会社（代表
取締役社長：武内英人）と、株式会社エムマジック（代表取締役社長：浅羽瑛司）は、2017 年 12 月 21 日より、
TOKYO SMARTCAST のフラッグシップチャンネル TS ONE で放送中の番組「TS ONE UNITED」にて、視聴アプリ
『TS PLAY』と位置情報活用アプリ『こことろ』の AR 機能が連携したバーチャルイベントを実施します。

★本イベントの実施概要
毎週月～木 22:00～24:00 に放送中の「TS ONE UNITED」の木曜 23 時パーソナリティを務めるゆーちゃそ王子が、
竹下通り（東京・原宿）の各ポイントに「AR ゆーちゃそ王子」として出現します！参加者は撮影ポイントで一緒にデートを
しているかのような写真を撮ることができ、Twitter でシェアします。スマホで「聴く・見る・移動する・撮影する・SNS でシェア
する」をシームレスに行うことで、視聴者とパーソナリティがバーチャル空間でつながり楽しむことができる、新たなサービスを実
施いたします。今回はシェアされた画像の中から、ゆーちゃそ王子が優秀作品を選出し、受賞者にはプレゼントを贈呈いた
します。

今後は『TS PLAY』の「聴いて、見て、SNS でシェア」する楽しみ方に、AR 技術を取り入れバーチャル空間と番組が連携
し、リスナーが番組を聴いて、移動し撮影して、SNS でシェアして一緒に盛り上がるという、放送の新しい楽しみ方を提案い
たします。
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■「TS ONE UNITED

ゆーちゃそ王子 〜ちゃそナイトーク！！〜」 番組ページ:

http://www.tokyosmart.jp/united
■TS ONE twitter アカウント: @tsone_idio
■番組 twitter ハッシュタグ:

#ちゃそナイトーク

★キャンペーン概要
◆ゆーちゃそ王子と竹下通りでバーチャルデート
【実施期間】2017 年 12 月 21 日（木）12 時 ～ 12 月 28 日（木）24 時まで
【詳細】竹下通り（東京・原宿）の各ポイントに「AR ゆーちゃそ王子」が出現！一緒にデートしているかのよう
な写真を撮る事ができます。撮った写真を Twitter でシェアしていただいた作品の中から、優秀作品に選ばれ
たリスナー1 名にはプレゼントを贈呈いたします。
【実施方法】
STEP1 『TS PLAY』 アプリ画面より AR ボタンを選択
STEP2 イベント紹介ページに遷移
STEP3 『こことろ』アプリ内で番組イベントタイトルページより参加
STEP4 撮影ポイントでカメラアイコンを選択し撮影
STEP5 参加者が撮影した写真を SNS でシェア

★「TS ONE UNITED

ゆーちゃそ王子 〜ちゃそナイトーク！！〜」

◆放送時間
(木)23:00-24:00〔初回〕/ (日)17:00-18:00〔再〕

◆番組内容
「ちゃそ王国」出身！ゆーちゃそ王子が送るスペシャルな 60 分。
”ちゃそ語”や、”ちゃそ王国”の世界観がわかる【ちゃそ王国の歩き方】！
この番組のためだけに撮影されたスペシャルな画像とともに、
ゆーちゃそ王子とスペシャルなシチュエーションを楽しめる、【“◯◯なう“に使って、いいちゃそ♡】！
ゆーちゃそ王子のお気に入り、オススメのアーティストを紹介する【”ちゃそ”メンド・アーティスト】！
うさぎ大好きのゆーちゃそ王子が、動物の鳴き声を当てる【ちゃそ王国の動物の鳴き声クイズ】
といったコーナーなど、内容盛りだくさんでお届けします！

◆ナビゲーター
ゆーちゃそ王子
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新放送サービス『i-dio（アイディオ）』とは
新放送サービス『i-dio』は 2016 年 7 月１日に放送を開始した、新しい無料デジタル放送です。音声・映像チャンネ
ルや、自治体向け防災情報伝達システム「V-ALERT®」など、多様なサービスが提供されています。現在の放送エリア
は東京近郊・東海（愛知・岐阜・三重の一部、静岡）・大阪・福岡で、順次拡大中です。専用チューナーを用いた受
信のほか、チューナーをお持ちでなくても、インターネット経由にて無料で視聴いただけるスマホアプリも提供しています。く
わしい利用方法は下記をご確認ください。
i-dio 公式サイト http://www.i-dio.jp/
i-dio 総合コールセンター 0570-04-1610 （ナビダイヤル 年中無休：10 時〜18 時）

「TS ONE」は『TS PLAY』アプリなら全国で視聴可能！
i-dio で TOKYO SMARTCAST 株式会社が提供するフラッグシップチャンネル「TS ONE」は、独自の受信アプリ『TS
PLAY』をお使いいただくことで、i-dio の放送エリアに関わらず、日本全国にて無料でインターネット経由の視聴を楽しむ
ことができます。ご視聴には、『TS PLAY』をぜひご利用ください。『TS PLAY』は iOS、Android のほか、Windows 版
も提供されています。
「TS ONE」は、地上波デジタル放送最高音質とデータ放送が連動した「聴いて、見て、SNS でシェアしながら楽しむ」
エンターテインメントチャンネルです。EXILE THE SECOND、SPYAIR などの人気アーティストのレギュラー番組のほか、
「飯田里穂のオールアニソン TOP20」「2.5 次元男子放送部」などのバラエティープログラム、中国最大のメディアグルー
プ SMG（Shanghai Media Group）と業務提携による日中共同制作番組「侬好,东京」や、米国の人気番組
「iHeratRadio COUNTDOWN」（日本独占放送）などのワールドワイドプログラムも編成しています。本年 4 月か
らは全国及び PC での視聴を可能にし、また 9 月には全国の自治体が定める災害時の避難所検索・ナビゲート機能
を 4 か国語で利用可能な「防災情報 全国避難所ガイド」アプリとの連携をスタートするなど、今後さらに放送×通信の
特性を活かした視聴者とのコミュニケーションプラットフォームやコンバージョンサービスも展開していきます。
※TS ONE 公式サイト http://www.tokyosmart.jp/

【「TS ONE」の視聴方法】
1.

お持ちのスマートフォンまたはパソコンに、「TS ONE」の視聴アプリ
『 ＴＳ ＰＬＡＹ 』 (無料) をダウンロードしてください。

★ダウンロードはこちら → http://tsplay.tokyosmart.jp/
2.

ダウンロードした『TS PLAY』アプリを起動することで、
地上波デジタル放送最高音質の放送をお楽しみいただくことができます。

iOS8 以上
Android4.4 以上
Windows8.1 以上に対応
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3.

受信モードをお選びいただき、放送をお楽しみください。
(ア) 対応機器（チューナー、端末）をお持ちの方は＜i-dio 放送受信モード＞で放送をお楽しみいただけます。
放送エリアにつきましては、http://www.i-dio.jp/area/をご確認ください。
(イ) ＜インターネット受信モード＞で放送をお楽しみいただく場合は、
2017 年 4 月 1 日より日本全国各地域にてご視聴いただけるようになりました。

ＴＯＫＹＯ ＳＭＡＲＴＣＡＳＴ株式会社について
TOKYO SMARTCAST 株式会社は、地上波デジタル放送最高音質で放送する「TS ONE」をはじめとした、生活を
豊かにする様々なコンテンツとの出会いと、「安全・安心」サービスの実現に向けて、放送と通信のデジタルコミュニケーシ
ョンプラットフォームサービスを提供していきます。
※TOKYO SMARTCAST 株式会社 公式サイト http://www.smartcast.co.jp/

株式会社エムマジックについて
株式会社エムマジックは、企業や自治体のコミュニケーションデザインを支援するマーケティングエージェンシーです。
AR/VR の企画開発、デジタルコンテンツの企画・制作を通して、PR、プロモーション、チャンネルにおけるマーケティングコ
ミュニケーション戦略をご提案します。

以上
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