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「ビクターロック祭り２０１６」出演権をかけたオーディション 
「ワン！チャン！！」～ビクターロック祭りへの挑戦～ネット投票開始! 

ライブ審査員決定！特別審査員にダイノジ大谷氏就任！ 
 

ロックの老舗ビクターエンタテインメント(本社：東京都渋谷区、以下:ビクター)が 2016 年 2 月 14 日(日)に千葉・幕張
メッセ国際展示場で開催するロック・フェスティバル「ビクターロック祭り 2016」への出演権をかけたオーディション
「ワン！チャン！！」～ビクターロック祭りへの挑戦～のネット投票が本日 2015 年 11 月 13 日(金)より開始されまし
た。（http://eggs.mu/project/one_chan、投票期間：2015 年 11 月 13 日(金)～12 月 23 日(水)） 

 
 
「ワン！チャン！！」～ビクターロック祭りへの挑戦～は、「ビクターロック祭り 2016」とタワーレコード、NTT ドコモ、
レコチョクによるインディーズアーティストの音楽活動を支援する「Eggsプロジェクト」共催のオーディションで、グラン
プリ獲得アーティストは「ビクターロック祭り 2016 ROAR STAGE supported by Eggs」への出演とビクター監修のもと、
タワーレコードのレーベルから CD リリースも約束されています。 
 
このオーディションの応募受付は 2015 年 12 月 13 日（日）まで、現在も、「ビクターロック祭り 2016」をステージで一
緒に盛り上げてくれるアクトを募集中ですが、「このアーティストにステージに立ってもらいたい！」というアツい声に
こたえるべく、本日よりネット投票もスタートしました。投票方法は「Eggs」アプリ(無料)をダウンロードし、「ワン！チャ
ン！！」ページのエントリー楽曲をチェック、好きなアーティストの楽曲を Like するだけ。期間中 2 回、投票ランキン
グの中間発表を行います。 
また、ネット投票いただいた方から 10 組 20 名様には「ビクターロック祭り 2016」のチケットをプレゼントします。 
 
ネット投票と審査員の評価による「一次審査」を勝ち抜いたアーティストは、二次審査となる「ライブ審査」に進みま
す。「ビクターロック祭り 2016」を盛り上げるアクトかどうか、ライブの審査員は、サザンオールスターズ初代ディレク
ターであり、ビクターエンタテインメントグループ顧問である高垣健氏と、下北沢 mona records 店長、CD ショップ大
賞実行委員を経て、現在はタワーレコードのレーベル事業統括責任者として数多くのレーベルを手掛ける行達也
氏が務めることが決定しました。 
さらに、DJ ダイノジの「ROAR STAGE」参戦決定とともに、「ライブ審査」の特別審査員としてダイノジ・大谷ノブ彦氏
の就任も発表されました。 
 
日本のミュージックシーンを牽引しているアーティストとともにロックリスナーを沸かせるチャンス、ぜひ、殻を突き破
ってワンチャンスを掴んで下さい。そして、ロックリスナーの方には、期待のライブ・アクトを選ぶチャンスとして、ぜ
ひネット投票に応募ください。「ビクターロック祭りを君の手で盛り上げろ！」 
 

 
 
 
 
 



 
【オーディション「ワン！チャン！！」～ビクターロック祭りへの挑戦～について】 
 
・応募期間：2015 年 10 月 14 日（火）～2015 年 12 月 13 日（日） 
・審査内容：[一次審査]：審査員評価＋ネット投票(2015 年 11 月 13 日（金）～2015 年 12 月 23 日（水）)     
       [二次審査：ライブ審査] （2016 年 1 月 23 日（土）東京、24 日（日）大阪） 
・グランプリ賞品：「ビクターロック祭り 2016 ROAR STAGE supported by Eggs」への出演 

ビクター監修のもとタワーレコードのレーベルから CD リリース 
 
＊一次審査・ネット投票いただいた方から 10 組 20 名様に「ビクターロック祭り 2016」のチケットをプレゼント！ 
 
======================================== 
「ライブ審査 審査員」 
ビクターエンタテインメントグループ 顧問 
高垣健（たかがき たけし）氏 
1971 年、日本ビクター入社。音楽事業本部洋楽制作室に配属。 
77 年、制作部に配属。サザンオールスターズ、PANTA、松田優作、ARB、泉谷しげるなどのディレクターを歴任。 
92 年、スピードスタレコーズを設立。数々のビックヒットを創出。 
現在、ビクターエンタテインメントグループ 顧問。 
名実共にビクターの「ロックレジェンド」の一人。 
 
タワーレコード株式会社 
行達也（ゆきたつや）氏 
タワーレコード新宿店名物副店長、下北沢 mona records 店長、CD ショップ大賞実行委員を経て、2015 年にタワー
レコード株式会社レーベル事業部部長に。10 代限定フェス「未確認フェスティバル」の審査員や、タワレボで配信中
のインディーズ発信番組「塔台モトクロス」進行役も務め、Shiggy Jr.、らを発掘したことでも知られる。 
 
======================================== 
 
■応募資格 
2016 年 2 月 14 日（日）にステージ出演可能な方 
2016 年 1 月 23 日（土）、24 日（日）のライブ審査に参加可能な方 
 
応募時点で 25 歳以下の方に限ります。グループの場合、一人でも 25 歳以下のメンバーがいることが条件となりま
す。 
未成年の方は保護者の同意が必要です 
個人・グループ・ジャンルは問いません 
応募楽曲が 1 曲以上必要となります。楽曲はオリジナルに限ります 
アーティスト事務所やレコード会社との契約をされていない方 
 
■応募締切   
2015 年 12 月 13 日（日） 
 
■応募方法 
Eggs へのアーティスト登録、楽曲登録が必要となります（応募時にアーティスト ID が必要となりますので、必ずメモ
をしてください）。Eggs 登録完了後、規約へ同意の上、応募フォームに必要事項を入力してください。 
ワン！チャン！！へのエントリーはこちらから http://eggs.mu/project/one_chan 
 
■お問い合わせ 
アーティスト登録、楽曲登録に関するお問い合わせは、こちらをご確認ください。 
http://help.eggs.mu 
 
「ビクターロック祭り 2016」イベント／オーディションに関するお問い合わせは、下記メールアドレスまでお願いいた
します。 
（問い合わせ） one_chan_audition@ve.jvcmusic.co.jp  
 
※電話でのお問い合わせは受け付けておりません。 
※応募後の審査状況や選考結果に関するお問い合わせには応じておりません。 

 
【ビクターロック祭りについて】 
今回で 3 回目を迎える「ビクターロック祭り」は、いつの時代も音楽シーンに確かな足跡を残し続けてきたビクターが
「ずっとロック、これからもロック。」を合言葉に 2014 年に初めて開催。 
第 1 回目は家入レオ、くるり、Cocco、サカナクション、THE BACK HORN、THE BAWDIES、サンボマスター、



SPECIAL OTHERS、Dragon Ash の計 9 組(五十音順)、第 2 回目には KEYTALK、木村カエラ、キュウソネコカミ、
斉藤和義、スガ シカオ、Dragon Ash、ハナレグミ、星野 源、レキシの計 9 組(五十音順)という、いまの日本のミュー
ジックシーンを牽引しているアーティストがそれぞれ出演し、ロックリスナー達を沸かせてきた。 
 
今年で3回目となる同フェスティバルは、2016年のバレンタインデーに開催が決定。出演者に関する情報は、オフィ
シャルサイト( http://rockmatsuri.com )にて随時発表されるので注目して欲しい。 
ロックの老舗ビクターに所属している精鋭のロックミュージシャンが冬の幕張メッセに集って開催されるイベントで、
今が年 3 回目の開催となる。 
 
日程： 2016 年 2 月 14 日（日） 
会場： 幕張メッセ国際展示場 
主催： 株式会社 JVC ケンウッド・ビクターエンタテインメント 

 
【Eggs プロジェクトについて】  
タワーレコード、ドコモ、レコチョクの 3 社が音楽を志す全てのアーテ
ィストと、音楽を愛するすべてのリスナーを応援する「Eggs プロジェク
ト」を始動。 
このプロジェクトが提供する未知のアーティストと出会える音楽コミュ
ニティサービスが「Eggs」です。 
 

 
 
 
 
 
 

【「Egg アプリ」について】 

インディーズ及び新人アーティストの音楽活動支援を行う「Ｅｇｇｓプロジェクト」が提供するスマートフォンアプリ。 

■ご利用方法    

・App Store ＵＲＬ  https://itunes.apple.com/jp/app/eggs-wei-zhinaru-yin-leto/id1016784177?l=ja&ls=1&mt=8 

・Google Play ＵＲＬ https://play.google.com/store/apps/details?id=mu.eggs.recochoku  

■ご利用料金    無料※1 

■推奨環境：ｉＯＳ８．２以上／ＡｎｄｒｏｉｄＴＭ ４．２以上※２ 

■楽曲配信方式：ストリーミング 

※１ 別途パケット通信料がかかります。またご利用いただくには登録が必要です。 

※２ 一部スマートフォン、及びＯＳバージョンでは対応していない機能がある場合があります。 

＊ 「Ａｎｄｒｏｉｄ」は、Ｇｏｏｇｌｅ Ｉｎｃ．の商標または登録商標です。 

＊ ｉＯＳは、Ｃｉｓｃｏ の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。 
 
 
 

*本ニュースリリースに掲載されている商品名称は、各社の商標または登録商標です。 
 


