
動画配信サービス『MUSIC/SLASH』のご利⽤に関するご案内 

★ 必ずお読みください ★ 

See P5 for the English version. 

 

【ご購⼊いただく前に】 

動画配信サービス『MUSIC/SLASH』をご利⽤いただくため、以下の記載事項を必ずご確認いただき、視聴環境が整えられること

を前提にチケットをご購⼊ください。 

以下の事項を事前にご確認いただけなかった場合や、以下の視聴環境を整えられなかった場合、その他お客様起因による視聴トラ

ブルが発⽣した場合に、動画をご視聴いただけなかったとしても、MUSIC/SLASH、⽇本フィルハーモニー交響楽団は⼀切の責任

を負いかねますので、予めご了承の上、チケットをご購⼊下さい。 

 

※ 主な視聴トラブルの例 

・ 以下の事項を事前にご確認いただけていない。 

・ 事前のインターネット速度テストや視聴テストを視聴時間帯に実施いただけていない。 

・ ご利⽤のインターネット回線が安定していない。 

・ 以下の【ご視聴できない場合について】に記載の事項を実施いただいていない。 

・ 所定の動作環境（OS/ブラウザ）をご使⽤いただけていない。 

・ チケット番号と視聴パスワードをご⼊⼒いただく部分に、視聴テスト⽤に発⾏されたチケットの番号とパスワードをご⼊⼒

されている。 

 

【MUSIC/SLASH について】 

MUSIC/SLASH は、業界史上最⾼レベルの⾳質（AAC-LC 384kbps）による配信と、コンテンツの違法コピーや違法アップロード

など、著作権を侵害する⾏為から守る DRM（デジタル著作権管理）機能を搭載した動画配信サービスです。 

 

そのため、DRM 機能により、所定の動作環境以外の環境ではご視聴いただくことができず、例えば、アナログ出⼒（VGA・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、他のアプ

リケーションの動作によって、DRM のコピーガード機能が働き、ご視聴いただくことができませんので、MUSIC/SLASH をお楽

しみいただくためには、お客様において、以下のご視聴環境を整えていただく必要がございます。 

 

また、MUSIC/SLASH は、完全リアルタイムライブ動画配信サービスであるため、巻き戻し再⽣機能やアーカイブ配信はございま

せん。ライブの⾳と映像をお楽しみいただくため、コメントや投げ銭などの機能はございません。 

 

なお、MUSIC/SLASH は、アーティスの権利を守るため、その⽅法を問わず、コンテンツの録⾳・録画・撮影（MUSIC/SLASH の

配信動画を別の端末で撮影する⾏為を含みます。）、及びそれらを動画サイトや SNS にアップロードする⾏為等は固く禁⽌してお

ります。これらが違法⾏為に該当すると判明した場合、ただちに法的⼿段を講じさせていただくとともに、今後はチケットを購⼊

いただけないようにする措置を講じる可能性もございますので、⼗分ご注意ください。 

 

 

【インターネット速度テストと視聴テストについて】 

お客様のご視聴環境（ご視聴の機材、時間帯、地域等も含みます。）によって視聴できない場合がありますので、必ずチケット購⼊

前にご視聴が可能であることをご確認ください。 

 



（１）インターネット速度テスト 

下記 URL の「Google インターネット速度テスト」より[速度テストを実⾏]をクリックして、ダウンロードの速度をご確認くださ

い。 

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

※ダウンロードの速度が常時「15Mbps」以上の通信速度の確保を推奨しております。 

※インターネットは、利⽤者が多い曜⽇や時間帯や地域に混雑が発⽣し、回線速度が低下する場合がありますので、配信時間と同

じ時間帯にご確認ください。また、同時に他のアプリケーションのご利⽤状況やご家庭内でインターネットを共有されている他の

端末によるご利⽤状況によって、回線速度に影響がありますのでご注意ください。 

 

（２）視聴テスト 

①動作環境（OS/ブラウザ）は、以下のとおりです。 

［ Windows をご利⽤のお客様 ］ Windows 10 / Google Chrome 最新版 

［ Macをご利⽤のお客様 ］ Mac OS 10.13.x 以上推奨 / Safari 最新版 

［ iOS をご利⽤のお客様 ］  iOS 13 以上推奨 / Safari 最新版 

［ Androidをご利⽤のお客様 ］ Android 9 以上推奨 / Google Chrome 最新版 

※Microsoft Edge / Internet Explorer / Mozilla Firefoxなど、動作環境以外のブラウザは対象外です。 

※iOS 14 のアップデートにより、お使いの iPhone/iPad 端末において、 HDMI による外部出⼒機能が正しく機能しないという問

題が発⽣しております。 必ず視聴環境において、トライアルを実施してからご購⼊頂けますようお願い致します。外部出⼒をせず、

iPhone/iPad 端末単体での利⽤は可能です。 

 

②視聴テストの⼿順は、以下のとおりです。 

※URL をクリックするとデフォルトに設定された他のブラウザが起動している場合があります。 

1. 各端末指定のブラウザを起動してください。 

2. URL「https://trial.musicslash.jp」をコピーしてください。 

3. 各端末指定の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。 

4. [テスト⽤チケットを発⾏]をクリックしてください。 

5. [同意してチケットを発⾏]をクリックしてください。 

 ※「MUSIC/SLASH は、以下のブラウザでご利⽤ください」が表⽰される場合は、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。 

6. 「チケット番号」と「視聴パスワード」を⼊⼒して[ログイン]をクリックしてください。 

7. 再⽣マークをクリックして、数分間の視聴をお試しください。 

※視聴テスト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。 

 

OS とは、アプリやデバイスを動作させるための基本となるソフトウェアのことです。例：iOS / Android など 

ブラウザとは、インターネットでホームページを閲覧する時に使⽤するソフト（アプリ）になります。例：Google Chrome / Safari 

など 

 

 

【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。 



※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アプリケーションを全て閉じてください。 

※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。 

※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、上記のインターネット速度テストでご確認ください。 

※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。対象環境以外での動作は保証できません。 

※アナログ出⼒（VGA・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。 

※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。 

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

※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 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。 

※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、Silk Browser 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、「MUSIC/SLASH は、以下のブラウザ

でご利⽤ください」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。 

※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。 

※Google Chromecast ではご視聴いただけません。 

 

その他、ご不明な点がありましたら下記 URL の「よくあるご質問（FAQ）」をご参照ください。 

https://support.musicslash.jp/knowledge 

 

【通信環境について】 

※ご視聴には、必ず安定したインターネット回線、ならびにWi-Fi 環境が必要です。 

※Wi-Fi 環境でご視聴頂けない⽅は、別途、当該通信回線に要する通信料がかかりますのでご注意ください。 

※共有Wi-Fi を使っている場合は、使⽤していない端末のWi-Fi を OFFにする、ルータとの間に障害となるものを置かないなど、

通信環境を整える⼯夫を⾏ってください。 

※また、⼈混みやコンクリートで囲まれた場所は、通信環境が不⼗分になりやすいため、無線通信をご利⽤してご視聴いただくこ

とは避けてください。 

 

 

【チケットの受け取りについて】 

視聴に必要な「視聴 URL」「チケット番号」「視聴パスワード」を⽇本フィルハーモニー交響楽団より「配信⽇の 

2 ⽇前頃」にお送りいたします。予め【@japanphil.or.jp】のドメインを受信できるようにご準備ください。 



※「視聴 URL」「チケット番号」「視聴パスワード」は、お客様の責任において厳重に管理し、他⼈には絶対に教 

えないでください。お客様ご⾃⾝が視聴できない被害に繋がる恐れがあります。 

 

【当⽇のご視聴について】 

※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。 

※配信当⽇の URL は、⽇本フィルハーモニー交響楽団より【配信⽇ 2⽇前の 14:00以降】に送られた「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。 

※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。「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。 

※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。同時に複数の端末ではご視聴できません。 

※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[ログアウト]

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。

[ログイン]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、強制ログアウトを⾏

なってください。1回のみ可能となります。 

※その他、ご視聴いただけない場合は、【ご視聴できない場合について】の内容をご確認ください。 

 

 

以上の内容を⼗分ご確認いただき、事前の視聴テストを実施し、上記ご案内をご同意いただける場合のみ、チケットをご購⼊いた

だきますようお願いいたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Information on the use of the MUSIC/SLASH video streaming service  

* Important information on the use of the MUSIC/SLASH video streaming service  

 

Before making a purchase 

In order to use the MUSIC/SLASH video streaming service, please be sure to confirm the following items and purchase your ticket on the 

condition that you are able to set up your viewing environment.  

 

If you do not confirm the following items in advance, do not prepare the following viewing environment, or experience audiovisual issues 

arising from your own circumstances (including your own circumstances as well as any other circumstances not caused by our company), 

MUSIC/SLASH, the organizer, will not be responsible for your inability to views videos, so please be aware of this before purchasing your 

ticket. 

 

Examples of major audiovisual issues  

・Not confirming the following items in advance.  

・Not doing an internet speed test and audiovisual test in advance, before you watch a video.  

・Not carrying out the items below listed under “About cases in which you cannot see or hear a video.”  

・Not using a specified operating environment (OS/browser). 

・Inputting a ticket number and password issued for an audiovisual test in the area where you are supposed to input a ticket number and viewing 

password issued for an event.   

 

About MUSIC/SLASH 

MUSIC/SLASH is a video streaming service that streams with the highest level of audio quality (AAC-LC 384kbps) in the industry that has 

digital rights management (DRM) functions that prevent copyright infringement such as illegal copying of content and illegal uploads.  

 

It is therefore not possible to view videos in an operating environment besides those that are designated due to the DRM functions. For example, 

the DRM copy protection function will start and you will be unable to view videos if there is an analog output connection (VGA, some DVI 

ports, etc.), connection from external equipment that is not HDCP compliant (TVs, conversion adapters, HDMI cables, DVI ports), and other 

operation of apps. Thus, in order for customers to enjoy MUSIC/SLASH, they must prepare the following viewing environment.  

 

In addition, because MUSIC/SLASH is a service that streams live videos completely in real-time, it is not possible to rewind or archive videos. 

In order to allow customers to enjoy the live audio and visuals, there are no functions for commenting, tipping, or other such actions.  

 

Furthermore, in order to protect artists’ rights, MUSIC/SLASH strongly prohibits making audio or video recordings and photographing content 

(including using another device to photograph videos streamed by MUSIC/SLASH), no matter the method, and also prohibits uploading to 

video sites and social media. If such actions are determined to correspond to an illegal act, please note that we will immediately take legal 

measures and it is possible that we will take measures so that you will be unable to purchase tickets in future.  

 

About the internet speed test and audiovisual test 

There may be cases in which you are unable to see or hear videos due to your viewing environment (including your equipment, time period, 

area, etc.), so please be sure to confirm that you can see and hear videos before making a purchase.  

 

(1) Internet speed test 



Please confirm your download speed by clicking “check now” for the Google internet speed test at the URL below.   

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

*We recommend that you have a stable connection speed of 15 Mbps or more at all times. 

*Because your internet may slow down due to congestion during days and time periods when there are many users, as well as in areas where 

there are many users, please be sure to check your speed during the same time period when you will stream the video. Also, please note that 

your internet speed may be affected by simultaneous use of other applications, as well as use of the internet by other devices in your household 

sharing the same connection.  

 

(2) Audiovisual test 

1. Your operating environment (OS/browser) must be one of the following.  

Windows—Windows 10 / latest version of Google Chrome  

Mac—recommended to be Mac OS 10.13.x or above / latest version of Safari  

iOS—recommended to be iOS 13 or above / latest version of Safari  

Android—recommended to be Android 9 or above / latest version of Google Chrome  

*Microsoft Edge, Internet Explorer, and Mozilla Firefox are not supported.  

 

2. The audiovisual test process is as follows.  

Audiovisual test URL 

https://trial.musicslash.jp/ 

*When you click the URL, it may open in another browser that is set as your default browser.  

 

1. Open the specified browser for your device.  

2. Copy the Audiovisual test URL.   

3. Paste the URL into the specified browser for your device and access the webpage.  

4. Click “Issue a ticket for testing.”  

5. Click “Agree and issue a ticket.”  

*If a message stating, “Please use the following browser for MUSIC/SLASH” appears, the browser you are using is incorrect. Please reconfirm 

your operating environment and the process.  

6. Input your ticket number and viewing password, and click “Log in.”  

7. Click the playback button and try watching and listening for a few minutes. 

*This test page provides confirmation of the minimum requirements, but please note that there may be cases in which you are unable to see or 

hear videos due to reasons such as the effects of your internet speed on the day. Therefore, please note that the test page does not completely 

ensure the operation of actual livestreams. As stated above, because your internet may slow down due to congestion during days and time 

periods when there are many users, as well as in areas where there are many users, please be sure to check your speed during the same time 

period when you will stream the video. 

 

An OS is basic software for operation of apps and devices. Examples: iOS, Android, etc.  

A browser is software (app) used to view websites on the internet. Examples: Google Chrome, Safari, etc.  

 

About cases in which you cannot see or hear a video 

If you are unable to see or hear a video, the following causes may be possible, so please be sure to do an audiovisual test before purchasing a 

ticket.  



*Please test if you can view the video only on your device without connecting it to external equipment, or on any of your devices if you own 

several devices. If you would like to hook up your device to a TV or monitor, please test the connection with the device that you have confirmed 

you can view the video on.   

*Please close all other applications besides the browser you will view the video with.  

*Please close all other tabs besides that on the browser you will view the video with.  

*Please reload the video on the browser you will view the video with.  

*Please clear the cache of the browser you will view the video with.  

*Please restart your device.  

*There may be cases in which you cannot view the video properly due to your internet speed or the specifications of your viewing device. 

Furthermore, we recommend that you have a download speed of over 15 Mbps and over 8 GB of memory. Please confirm your internet speed 

using an internet speed test.  

*Please confirm that your device and software do not have any bugs or damage. Operation of our service cannot be ensured on systems that do 

not meet these requirements.  

*The copy protection function will start and you will be unable to view videos if there is an analog output connection (VGA, some DVI ports, 

etc.), or connection from external equipment that is not HDCP compliant (TVs, conversion adapters, HDMI cables, DVI ports, etc.). 

*If you will use an external device from a Mac, iPhone, or iPad, please be sure to use an official Apple product for your conversion adapter. 

Although there are many imitation products, if you use one, the copy protection function will start and the video will not display properly.  

*If you use Windows or Android, please set Quality (the gear mark at the lower right of the screen) to “Mid” or “Low.”  

*If you will watch using a Bluetooth device, the sound may be delayed depending on your device.  

*Although it is possible to confirm operation with Apple TV 4K and Amazon Fire TV Stick 4K, they are not recommended viewing 

environments and there may be cases in which you are unable to view videos.  

*Cases have been confirmed of being unable to achieve normal playback depending on the OS version of devices connected to Apple TV 4K.  

*Although Amazon Fire TV Stick 4K is not a recommended viewing environment, if you use it, then please use Silk Browser. Furthermore, 

normal playback via a mirroring app is not possible, so you will be unable to view videos.  

*In addition, if a message stating, “Please use the following browser for MUSIC/SLASH” appears, and if your OS is UNIX, please click 

“Request a default site (TV icon)” from the menu at the top of the viewing screen, and switch to the default site.   

*Models besides the 4K models of Apple TV and Amazon Fire TV Stick cannot show normal playback, so you will be unable to view videos.  

*Videos cannot be viewed on Google Chromecast.  

 

Please contact the following email address if anything else is unclear.  

ib_contact@musicslash.jp 

Service hours (Japan time): weekdays 11:00 a.m. – 6 p.m. 

So that we may provide accurate service, please input your device’s OS and version, your browser, the name of the manufacturer of your device, 

externally connected equipment, problems, and other details.  

Please note that it may take several business days to reply to your inquiry.   

 

About internet connection requirements 

*You must have a stable wired internet or Wi-Fi connection to view videos.  

*Please note that people who cannot view videos using Wi-Fi will need to pay the fee for an internet connection that meets the requirements 

for using MUSIC/SLASH.  

*If you are using shared Wi-Fi, please figure out how to optimize your connection by switching the Wi-Fi on devices you are not using to “off” 

and making sure there are no barriers between your device and your router.  



*In addition, because connection speeds may be insufficient in areas where there are many people or areas that are surrounded by concrete, 

please avoid viewing videos using wireless internet.  

 

About receiving tickets 

The viewing URL, ticket number, and viewing password necessary for viewing videos will be sent to you by Japan Philharmonic Orchestra 

around 2 p.m. (Japan time) two days before the livestream date. Please set up your email in advance so you can receive emails from the domain 

@japanphil.or.jp.  

*Please securely manage the viewing URL, ticket number, and viewing password at your own responsibility, and absolutely do not share them 

with other people. Use by other people will cause you to be unable to view the videos.  

 

About viewing videos on the day they are livestreamed 

*You can log in from one hour before the start of the livestream. You cannot log in before that.  

*For the URL on the day of the livestream, please use the “viewing URL” sent to you by Japan Philharmonic Orchestra around 2 p.m. (Japan 

time) two days before the livestream date. You cannot log in from the URL for the audiovisual test.  

*If a message stating, “The ticket number or password is not correct” appears on the login screen, please reconfirm your ticket number and 

viewing password. You cannot log in with a number issued as a ticket for the audiovisual test.  

*For each ticket, you can view the video on one device. You cannot view the video simultaneously on multiple devices.  

*While viewing a video, please avoid changing your device as much as possible. If you must unavoidably change your device, be sure to log 

out by clicking “Log out” on your viewing screen. If you close your browser without logging out, you may be blocked from logging in and 

become unable to view the video.  

*If you log in using another device without logging out on your first device, a message stating, “This ticket number has already been used” will 

appear on your log in screen. Please force a log out by clicking the link that states, “You can force a log out here” below the Log in button. This 

can only be done once.  

*For other cases in which you cannot see or hear a video, please confirm the content in “About cases in which you cannot see or hear a video.” 

 

Please only purchase tickets if you have fully confirmed the abovementioned content, conducted an audiovisual test in advance, and agreed to 

the abovementioned information.  

 

 


