
MUSIC/SLASHは
完全リアルタイムライブ視聴サービスです

ご購入前に必ずご確認ください

事前にイープラスの
会員登録が必要です
チケットは販売はイープラスのみで行います。
会員登録には、SMS認証対応可能な
日本国内の携帯電話が必要になります。

チケット購入は配信
7日前までに！
※販売期間は、公演毎に異なる場合がございますので、
　公演の購入期間をご確認ください。

7 days
before

動作環境は
コチラ

Windows 10 / Google Chrome最新版
Mac OS 10.13.x以上推奨 / Safari最新版
iOS 13以上推奨 / Safari最新版
Android 9以上推奨 / Google Chrome最新版

Windows

Mac

iOS

Android

※Microsoft Edge / Internet Explorer / Mozilla Firefoxは対象外です。
※上記以外の動作は保証致しかねますので必ず購入前にご確認ください。

視聴テストをお願いします
ライブ視聴に使用する端末は
事前に必ず視聴テストをお願いします。
各端末指定のブラウザよりアクセスください。

視聴テスト
コチラから

安定した通信環境が
必要になります
本サービスを楽しく視聴いただくために、
ダウンロード速度が常時「15Mbps」以上の
通信速度の確保を推奨いたします。

通信速度
テスト

コチラから

視聴中の巻き戻し
再生はできません
実際のライブと同様、開始から終了までの
リアルタイムを体感するサービスです。

アーカイブ再生など
繰り返しの再生はできません
ライブ終了後は視聴することができません。
アーティストと生の時間を共有しましょう！

DRM（デジタル著作権管理）搭載

録音、録画、キャプチャ撮影
はできません
著作権保護のためライブの音源や
映像は収録することはできません。

REC

業界最高音質を
フルで楽しむ環境を
384kbpsという驚異の音質を体感いただくため
ヘッドフォンやこだわりのスピーカーのご準備を！

外部モニタ（TV）で
視聴が可能です
アナログ出力による接続、HDCP非対応の外部機器による接続は、
コピーガード機能が働き、視聴できません。

※詳しくは「各端末の外部出力方法」をご参照ください。

1チケットでのログインは
1端末のみになります
同時に複数の端末での視聴はできません。
（ログアウト後、別の端末でログインは可能）

×

コメント・投げ銭の
機能はありません
純粋にライブの音と映像を楽しんでいただくため
コメントや投げ銭などの機能はありません。

https://www.google.com/search?q=speedtest
https://trial.musicslash.jp/index.html


視聴テストの手順

※各端末指定のブラウザよりアクセスください。

1

https://trial.musicslash.jp から
視聴テストページへ行き

　　　　　　　　をクリックしてください。テスト用チケットを発行

2

　　　　　　　　　　  を
クリックしてください。
同意してチケットを発行

3

表示されたテスト用の
チケット番号 ・ 視聴パスワードを

そのまま下の入力欄に入力し　　　　ログイン

4

数分間、途切れずに再生されればOK
本テストページでは最低要件の動作確認を行いますが、実際のライブ配信の際の

動作を完全に保証するものではありませんので、予めご了承ください。

×

テスト動画が視聴できなかった場合

次ページを
ご覧ください



Amazon Fire TV Stick 4Kは推奨環境ではありません
が、もしご利用になられる際は、SilkBrowserをご使用
ください。なお、ミラーリングアプリによる再生は、正常
に再生できないため、ご視聴いただけません。また、「お
使いのブラウザでは、MUSIC/SLASHはご利用いただ
けません」と表示される場合は、使用しているデスクトッ
プサイトはOSがUNIXとなるため、視聴画面上部のメ
ニューより「デフォルトサイトをリクエスト（テレビのアイ
コン）」をクリックして、デフォルトサイトに切り替えてく
ださい。

ご視聴できない場合について

ご視聴できない場合、以下の原因が考えられますので、チケット購入前の視聴テストの際に、必ずお試しください。

視聴環境に問題があるケース

視聴ブラウザ以外のアプリケーションを
全て閉じてください。

Bluetooth機器にて視聴される場合、機器によって
音声が遅延する可能性があります。

Apple TV/Amazon Fire TV Stickの4Kモデル以外
は、正常に再生できないため、ご視聴いただけません。

Apple TV 4K / Amazon Fire TV Stick 4Kでは、
作動することを確認できていますが、推奨環境では
ございませんので、ご視聴いただけない場合があります。

Apple TV 4Kは接続する端末のOSのバージョンに
よって、正常に再生できない場合のあることが確認
されています。

Windows / Androidをご使用の場合、視聴画面
右下のQuality（歯車マーク）をMID or LOWに設定
してお試しください。

端末やソフトウェアの故障や
損傷がないことも確認してください。
推奨環境以外での動作は保証できません。

Mac/iPhone/iPadから外部機器をご使用の場合、
変換アダプタは、必ずApple純正品をご使用くださ
い。類似品が多く出回っておりますが、類似品をご使用
になられた場合は、全てコピーガード機能が働き、映
像を正しく表示することができません。

アナログ出力（VGA・一部のDVI端子など）による接
続、HDCP非対応の外部機器（テレビ・変換アダプタ・
HDMIケーブル・DVI端子など）による接続は、コピー
ガード機能が働き、ご視聴いただけません。

外部機器を接続せず端末のみでご視聴が可能か、
複数の端末をお持ちの場合は、いずれかの端末で
視聴できないか、お試しください。
テレビやモニタに出力をご希望されるお客様は、
視聴が確認できた端末との接続をお試しください。

視聴ブラウザ以外のタブを全て閉じてください。

視聴ブラウザからリロード（更新）してください。

視聴ブラウザのキャッシュ（履歴）をクリアしてください。

Google Chromecastではご視聴いただけません。

端末を再起動してください。

回線速度・視聴される機器のスペックによっては正しく
視聴できない場合があります。なお、ダウンロード速度
は15Mbps以上、メモリは8GB以上を推奨しておりま
す。ダウンロード速度については、下記のインターネッ
ト速度テストでご確認ください。

通信速度テストコチラから

https://www.google.com/search?q=speedtest


HDMIケーブル（HDCP対応）

HDMI変換アダプタ（HDCP対応）

各端末の外部出力方法

【パソコンの場合】

HDMI出力端子ありのパソコンの場合

HDMIケーブル（HDCP対応）

HDMIケーブル（HDCP対応）

HDMI出力端子なしのパソコンの場合

HDMI変換アダプタ（HDCP対応）

【スマートフォン・タブレットの場合】

iOS・Android

※HDCP非対応の外部機器を接続している場合、コピーガードが働き正しく表示されません。
※HDCPとは、デジタルコンテンツの不正コピーを防ぐことを目的とした著作権保護技術です。

ご視聴できない場合は
コチラをご参照ください!



チケットのお届け、開場、開演。
すべてがリアルライブと同じ流れとなります！

チケットご購入後の流れ

チケット販売締め切り7日前

視聴に必要な
「視聴URL・チケット番号・視聴パスワード」は

配信日2日前の14:00以降にイープラス申込み状況照会サイト
https://eplus.jp/jyoukyou/ に掲載いたしますので、

公演前に必ずご確認ください。
※イープラス申込み状況照会にログインして、購入された公演の　　　ボタンを
　クリックしていただきますと、「申込み内容」の「その他」に掲載されています。
　事前にメモなどにお控えください。

詳細

2日前
14:00
以降

開 　演

詳しくは「ご視聴手順」を参照ください

申込み状況照会詳細ページに記載してある、
視聴URLからアクセス。

MUSIC/SLASH ライブ配信エントランスに
『チケット番号』『視聴パスワード』を入力し
ログインして開演をお待ちください。

チ
ケ
ッ
ト

販
売
期
間

チ
ケ
ッ
ト
購
入
後
ラ
イ
ブ
開
演
ま
で
の
期
間

※販売期間は、公演毎に異なる場合がございますので、公演の購入期間をご確認ください。

イープラスにて公演チケットを購入します。

開 

場

MUSIC/SLASHの視聴ページでのログインが可能になります。1時間前



チケット受取方法

1

下記URLの「申込み状況照会（申込み状況一覧）ログイン」
ページよりアクセスし、チケット購入時と同じアカウントで
ログインください。

申込み状況照会（申込み状況一覧）ログイン

https://eplus.jp/jyoukyou/
▼ARTIST MUSIC/SLASH LIVE

  【重要】 e+より[ARTIST]視聴URL
チケット番号 視聴パスワードに関する
ご案内

　◇◆『ARTIST MUSIC/SLASH LIVE』
視聴URL・チケット番号・視聴パスワードに関する
ご案内◇◆

2

スマートフォン・タブレットの場合

3

「申込み状況照会（申込み状況一覧）」

ページより、ご視聴になる公演の

  　　     ボタンをクリックしてください。詳細

「申込み状況照会（申込み状況詳細）」ページより、
「申込み内容」の「その他」に記載されている
「視聴URL・チケット番号・視聴パスワード」をご確認ください。
※配信開始時刻の1時間前よりログインが可能です。
　それ以前にログインはできません。

ARTIST MUSIC/SLASH
STREAM LIVE

ARTIST MUSIC/SLASH
STREAM LIVE



チケット受取方法

パソコンの場合

1

2

3

下記URLの
「申込み状況照会（申込み状況一覧）ログイン」
ページよりアクセスし、チケット購入時と
同じアカウントでログインください。

申込み状況照会（申込み状況一覧）ログイン

https://eplus.jp/jyoukyou/

「申込み状況照会（申込み状況一覧）」

ページより、ご視聴になる公演の

  　　     ボタンをクリックしてください。詳細

「申込み状況照会（申込み状況詳細）」ページより、
「申込み内容」の「その他」に記載されている
「視聴URL・チケット番号・視聴パスワード」
をご確認ください。
※配信開始時刻の1時間前よりログインが可能です。
　それ以前にログインはできません。



「申込み状況照会（申込み状況詳細）」に記載の「チケット番号」と「視聴パスワード」を
入力して　　　　  をクリックしてください。

【スマートフォンの場合】 【パソコンの場合】

チケット番号
視聴パスワード
を入力し
をクリック。

チケット番号
視聴パスワード
を入力し
をクリック。

ブラウザのアドレスバーにペースト（貼り付け）して、ページにアクセスしてください。
※「お使いのブラウザでは、MUSIC/SLASHはご利用いただけません」と表示される場合は、使用しているブラウザが異なりますので、動作環境と手順を再度ご確認ください。

再生マークをクリックしてください。

「申込み状況照会（申込み状況詳細）」に記載の「視聴URL」をコピーしてください。

ご視聴手順（ログイン方法）

※必ず各端末指定のブラウザよりアクセスください。

配信当日のURLは、
【配信日2日前の14:00以降】に
イープラス申込み状況照会サイトに
記載された「視聴URL」をご使用ください。
※「視聴テスト」のURLからはログインできません。

【注意事項】

ブラウザを起動してください。

4

3

5

2

1

ご視聴の最中に、
別の端末に切り替える場合は
必ず一度ログアウトしてください。
ログアウトを行わずに、他の端末でログインを行うと、ログイン画面に
「チケット番号は既に使用済みです」と表示されます。
　　　　　ボタンの下に記載されている
「こちらから強制ログアウトが可能です」のリンクをクリックして、
強制ログアウト（1回のみ可能）を行なってください。

ログイン

ご視聴中はご利用の端末の変更は、
なるべくお控えください。
止むを得ず端末を変更される場合は、必ず視聴画面の
　　　　　　ボタンをクリックしてログアウトしてください。
ログアウトを行わずブラウザを閉じると、ログインに制限が掛かり、
ご視聴いただけなくなる可能性があります。

ログアウト

※「視聴テスト」のテスト用チケットで発行された
　番号ではログインできません。

ログイン画面に「チケット番号またはパスワードが
正しくありません」と表示される場合は、

「チケット番号」「視聴パスワード」
を再度ご確認ください。

※同時に複数の端末ではご視聴できません。

1枚のチケットにつき、1台の端末で
ご視聴いただけます。

必ず各端末指定のブラウザからアクセスしてご視聴ください。

iOS 13以上、Safari 最新版
Android 9以上、Google Chrome 最新版

iOS

Android

Windows 10、Google Chrome 最新版
Mac OS10.15.x、Safari 最新版

Windows

Mac




