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株式会社レコチョク 

 

MAGIC OF LiFE 主催「”栃フェス”を全国へ！」 

ファンと一緒に「栃フェス×Skream!」特別号を制作する企画を WIZY でスタート！ 
v 

MAGIC OF LiFE が 2018 年 5 月 19 日（土）、5 月 20 日(日)に、栃木市栃木文化会館で開催する音楽フェス
「Don't Stop Music Fes. TOCHIGI 2018」（通称「栃フェス」）をさらに盛り上げていきたい！と、音楽フリーペーパー
Skream!特別号をファンと一緒に制作するプロジェクトをスタートします。 

 
このプロジェクト【栃フェスを全国へ！栃フェス×Skream! 特別号制

作プロジェクト】は、2018 年 2 月 8 日（木）より 3 月 5 日（月）まで、株式
会社レコチョクが運営する共創・体験型プラットフォーム「WIZY（ウィジ
ー）」で展開します。（https://wizy.jp/project/76/ ）。「WIZY」はこれま
でアーティストとファンをつなぐ、さまざまなプロジェクトを成功させてい
ます。 

 
栃フェスは、 栃木出身のロックバンド MAGIC OF LiFE が主催する音

楽イベントで、2015 年にスタート、栃木市の全面バックアップのもと３年
連続で開催、全国の音楽ファンにまで反響を呼ぶ音楽フェスとなりまし
た。4 回目となる今回は、初めて 2days で開催します。 

MAGIC OF LiFE は、この「栃フェス」の素晴らしさを全国のたくさんの方々に知ってもらい、また、ふるさと大使
を務める栃木市の魅力も伝えたいという思いから「栃フェス×Skream!コラボ特別号」を制作いたします。Skream!
は毎月 CD ショップ、ライブハウス、スタジオなど全国 1,500 カ所以上に配布されている音楽フリーペーパーで、邦
楽・洋楽ロックを中心にさまざまな音楽・ライブ情報を発信しています。特別号は、MAGIC OF LiFE と「栃フェス出
演アーティスト（決定アーティスト名）」との対談の様子、出演アーティストを栃木市に招待し、MAGIC OF LiFE 自
身が街を案内する企画など内容も盛りだくさん。メンバーは、この特別号をきっかけにフェスに興味をもち、ぜひ、
参加してもらいたいと考えています。 

 
 プロジェクトを通してサポーターになると、特別号にお名前を掲載させていただ
き、また、全国配布の約 1 週間前に自宅にお届けします。さらに、プロジェクトで
は、メンバーの貴重な思い出のアイテムや一点物の私物、ここでしか購入すること
のできない栃フェスサポーター限定 T シャツなども販売。また、プロを目指す方の
ために「ライブカメラマン体験」や、「音楽ライター体験」、他にも栃フェス前日リハ見
学や出演者が集まるインタビュー&座談会見学など、たくさんのアイテムをご用意
しています。ぜひ、プロジェクトページをご覧ください！ 
 
 
■MAGIC OF LiFE コメント  https://youtu.be/YSC22RwaiZ8  
 
「Don’t Stop Music fes.TOCHIGI」（通称：栃フェス）は、僕たち栃木出身の MAGIC OF LiFE が、「才能溢れる仲間
と共に、音楽で栃木へ恩返ししたい」という思いから、栃木市の全面バックアップのもと 2015 年 4 月からスタート
した音楽イベントです。今年で 4 回目を迎える「栃フェス」ですが、毎年、たくさんの素晴らしいバンドに出演頂き
「栃フェス」を盛り上げてもらっています。 
もっともっとたくさんの方に、この「栃フェス」を知ってもらいたい！という思いから、今回 Skream!さんの協力のもと
「栃フェス×Skream!コラボ特別号」を全国に発行することになりました！ 
 
「栃フェスを全国へ！」を合言葉に、 
一人でも多くの方に「栃フェス」を知ってもらえたら嬉しいです。 
 
「栃フェス」サポーターのみなさん、 
僕たち MAGIC OF LiFE と一緒に、「栃フェス」を盛り上げましょう！ 
 
MAGIC OF LiFE  Vo&G 高津戸信幸 
 
 

  

報道関係者各位 



【栃フェスを全国へ！栃フェス×Skream! 特別号制作プロジェクト】について 
■プロジェクト期間：2018 年 2 月 8 日（木）～2018 年 3 月 5 日(月)23:59 
■プロジェクト URL： https://wizy.jp/project/76/  
■主なアイテム／価格（税込み・送料込み） 
[栃フェス応援プラン]1,520 円 

栃フェス×Skream! コラボ特別号/コラボ特別号紙面へのお名前掲載/栃フェスラバーバンド  
[【限定 T シャツ付き】栃フェス応援プラン] 4,340 円 
栃フェス×Skream! コラボ特別号/コラボ特別号紙面へのお名前掲載/栃フェスラバーバンド/【WIZY 限定】栃フェ
ススペシャルサポーター限定 T シャツ 
 
[【2 月 25 日まで】栃フェス出演者が集まるインタビュー見学＆座談会（集合写真撮影付き）] 
[栃フェス前日リハ－サル見学（MAGIC OF LiFE との個人写真撮影付き）]  
[【プロ志望の方を応援】プロカメラマン監修 ライブカメラマン体験（1 日チケット付き）]  
[【プロ志望の方を応援】Skream!監修 ライター体験（1 日チケット付き）] 
その他、多くのプランをご用意しています。 
 
※商品の配送予定は 2018 年 4 月上旬頃です。 
※サポートには、クラブレコチョク会員登録／ログインが必要です。 
※各アイテムはすべての手続きを完了された方から先着順での受付となります。 
※WIZY 以外での販売のないアイテムもございます。ご注意ください。 
※その他詳細は、WIZY プロジェクトサイトをご覧ください。(https://wizy.jp/project/76/ ） 
 
【MAGIC OF LiFE プロフィール】 
Vo.Gt 高津戸信幸/ Gt 山下拓実 / Ba 渡辺雄司 / Dr 岡田翔太朗 
2003 年 8 月に「DIRTY OLD MEN」として結成。2014 年 10 月 17 日 アーティ
スト名を「MAGIC OF LiFE」へ改名。キャッチーなメロディと独特な言い回しの
歌詞がバンドの特徴で、圧倒的なライブ力とハイトーンボイスで観客を魅了
する。 
大人気 TV アニメ「弱虫ペダル」や「ジョーカー・ゲーム」などアニメのテーマ
曲を担当し、幅広い年齢層の支持を得ている。海外のファンも多く、国内外
問わず各所で注目を集めている。 
MAGIC OF LiFE が主催する音楽フェス「Donʼt Stop Music fes.栃木」（通称：
栃フェス）」を 2015 年からスタート。毎年注目のアーティストが多数出演。栃木市のふるさと大使にも任命され、栃
木市のマスコットキャラクターとち介のテーマソングを手掛けるなど、地域貢献活動も積極的に行っている。 
「命を震わせることができるような音楽を一人でも多くの人に届けたい」と、様々なアプローチで音楽表現を行い、
進化を遂げている。 
http://magicoflife.jp/  
 
■「Don't Stop Music Fes. TOCHIGI 2018」（栃フェス）について 
日程：2018 年 5 月 19 日(土）、5 月 20 日(日) 
会場：栃木市栃木文化会館・大ホール（栃木県栃木市旭町 12-16） 
OPEN：11:00 / START 12:00 / END 19:30（予定） 
料金：前売自由席 1 日券 4500 円 2 日通し券 8000 円 当日 1 日券 5000 円 
主催： MAGIC OF LiFE 
共催：栃木市 
お問合せ： サンライズプロモーション東京 (TEL:0570-00-3337) 
【出演】 MAGIC OF LiFE / ircle / GOOD ON THE REEL / Xmas Eileen / SIX LOUNGE / SHIT HAPPENING / 
Halo at 四畳半 / ラックライフ / LEGO BIG MORL / Lenny code fiction その他豪華アーティスト多数出演 
「栃フェス特設サイト」 http://magicoflife.jp/tochifes/ 【チケット一般発売中】 
「MAGIC OF LiFE 公式サイト」 http://magicoflife.jp 
「栃フェス公式 Twitter」 https://twitter.com/tochifes 
「栃フェス公式 Facebook」  https://www.facebook.com/tochifes/ 
「栃フェス公式 LINE＠」 https://line.me/ti/p/%40hrn4465mLINE 
 
【WIZY（ウィジー）について】 
WIZY は、アーティストが実現したい、メッセージ性やクリエイティブ性の高い企画を、そのアイ
デアに共感・サポートしたファンと共にカタチにする、音楽分野に特化した共創・体験型プラッ
トフォームです。アーティストとファンの“想い”をつなぎ、その実現をサポートしていきます。WIZY という名称は「With 
You」をもとにした造語です。 
株式会社レコチョクがプラットフォームを提供、潜在的なアーティストファンへのアプローチや、アーティストとの結びつ
きをさらに深められるような感動体験の創出をお手伝いいたします。 
■オフィシャルサイト URL： https://wizy.jp/  
 

※本プレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。 

 


