お知らせ
2019 年 2 月 3 日
株式会社ジュピターテレコム

東京スカイツリー®の⾜元で、80 年代のフィーリング、再び。

全 4 回を初開催
DJ OSSHY など豪華ゲストが登場︕昼下がりのファミリーディスコ体験

DJ OSSHY 【出演】2/3&17
株式会社ジュピターテレコム（J:COM、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：井村 公彦）は東京スカイツリーで開催
中の「SUPER SKYTREE® DISCO」と連動し、「J:COM Wonder Studio」（東京ソラマチ®内）で、「DJ 体験講座」や「ダン
スレクチャー」も体験できる無料のディスコイベント「WONDER DISCO」を 2019 年 2 月 3 日（日）から 4 週連続で開催し
ます。初日のオープニングイベントは大盛況で、来週からも 3 週連続でオープンします。また、J:COM では、J:COM TV
でお楽しみいただける音楽専門チャンネルでも“ディスコ特集”を放送しますので、併せてお楽しみください。
平野ノラや登美丘高校のバブリーダンスなど、ディスコ全盛期の 80 年代が脚光を浴びている昨今、東京スカイツリーの
「 SUPER SKYTREE® DISCO 」 も 年 々 熱 量 を 増 し て お り 、 今 年 初 め て 「 J:COM Wonder Studio 」 で も 連 動 企 画
「WONDER DISCO」を開催することになりました。初日のオープニングイベントには 80‘s ディスコ・ムーヴメントのパイ
オニア DJ OSSHY と、川崎を拠点に活動し ALL ジャンルにて幅広く Play する DJ GEORGE がスペシャルゲストとして
登場。「DJ 体験講座」「ミニディスコタイム」で誰もが知っている 80 年代のグルーヴィーな名曲の数々に、会場は大フィー
バーしました。来週からは 3 週連続で、華麗なステップを先生に指導してもらえる「ダンスレクチャー」も開催予定です。

＜オープニングイベントのリポート＞
「MUSIC ON! TV Presents DJ OSSHY の DJ 体験講座」
「J:COM Wonder Studio」にて「WONDER DISCO」を初開
催することとなり、2 月 3 日はオープニングイベントとして
「MUSIC ON! TV Presents DJ OSSHY の DJ 体験講座」を
開催！今、日本で一番集客力があり、ディスコ世代に支持さ
れている DJ タレント DJ OSSHY と、DISCO 全盛期だった
1984 年から活動を始め今年で DJ 歴 30 年を迎える DJ
GEORGE から直々に指導を受けられるということで、応募
者多数の中から幸運をつかんだ 8 歳から 50 代の幅広い年
代の 5 組がそれぞれに用意された Pioneer DJ 製 DJ セット
で DJ OSSHY から直接手ほどきを受けました。お手本役の
DJ GEORGE が見せる「曲の繋ぎ」をマネしながらプレイす
る、という仕立てです。

■「ディスコは文化！」！？
「ディスコ DJ 界の石田純一です！」と革靴に明るいイエロー
のジャケットをスタイリッシュに合わせた DJ OSSHY が登場。
MC に「靴下は履いてますよね？」と確認され会場からはク
スクス笑い。「ディスコは文化！」と名セリフを放つと、さっそ
くお客さまの笑顔と心を掴みました。最近のディスコブーム
については、「18 歳でディスコ DJ デビューしてもう 36 年に
なるけれど、当時はディスコが文化になるとは思ってもみな
かった。」と振り返り、「平成最後の年、元号も変わって、ま
すます時代が変わります。このディスコブームをより文化に
根付かせていくためには、DJ 人口も広げなければならない
ですからね、今日の企画は最高です！」と笑顔。
■前半戦！DJ OSSHY による初の DJ 体験講座（45 分）
続けて、頭のマイクを指し「今日は人生初のヘッドマイクなん
です！なぜならば、手取り足取り解説するため！」と意気込
み「今日は皆さんを DJ 予備軍と言っても良いぐらいに仕立
てますからね」と自信いっぱい。「DJ の仕事というのは、音
楽と音楽を繋ぎ合わせて、ノンストップで流すということ。曲
を繋ぐ方法は何種類もあって、自分のタイミングで流す“カッ
トイン”、音節に合わせて切り替える“ミックス”、そして僕み
たいに MC を挟みながら曲をポンっとかえる方法とかね。今
日は“カットイン”をやってみましょう！」と一人ずつ DJ ブー
スを丁寧に回りました。「全部習得するには 10 年かかります
から（笑）、体でまずは覚えてもらえればいい！」と笑顔でア
ドバイス。
■後半戦！“お約束の”ミニディスコタイム（60 分）
「J:COM WONDER DISCO へ皆さんようこそー！」とお客さ
まを前の方に呼び会場を巻き込むと、マイ扇子を取り出す
お客さまも。ダンスの振付ありのナンバーでは手拍子がぴっ
たり揃い、会場内の一体感と熱量はピークに。場内のお客
さまから場外に呼びかけティーン世代にダンスを教えたりす
るシーンも。まさに世代を越えて音楽で繋がった瞬間でした。
最後はスローナンバーをかけたチークソングで終演。「それ
じゃ皆さん、また会いましょう～」（DJ OSSHY）

初開催する「WONDER DISCO」とは
昼間（14 時～15 時）に開催することで、ディスコを懐かしむバブルを謳歌した世代から、ディスコを知らずに憧れる若者
まで、世代を超えて楽しめるディスコイベント。初日は DJ OSSHY による「DJ 体験講座」と「ミニディスコタイム」、2 月 10
日（日）以降の 3 回はディスコダンスに精通したダンサーによる「ダンスレクチャー」がありますので、ディスコ初心者やフ
ァミリーも気軽に参加できます。また、ディスコ経験者もここでステップを練習し磨くと、本家の「SUPER SKYTREE®
DISCO」をより楽しめます。さらに、80 年代ファッション※でご来場いただいた方には、ざっくぅグッズプレゼントの特典も。
※ジュリアナ扇子、ボディコン、肩パットのいずれかを着用されている方。その他のご衣裳の場合も、遠慮なくスタッフにご相談ください
ジュリアナ扇子

選べる 2 種類のざっくぅグッズ

肩パット
ボディコン

A セット（ストレスリリーサー
＆ボールペン）

B セット（クッション）

「WONDER DISCO」のゲスト DJ（ダンサー）ラインナップ

2 月 3 日(日)

2 月 10 日(日)

2 月 17 日(日)

2 月 23 日(土)

・DJ OSSHY
・DJ GEORGE

・DJ KOUNO
・AYUMI,YUKA,MEBAE
(G.24 DANCE)(ダンサー)

・DJ OSSHY
・DJ GEORGE
・人参大臣（ダンサー）

・DJ MA-CHAN
・JIN（ダンサー）

★DJ 体験講座
★ミニディスコタイム

★ダンスレクチャー

★ダンスレクチャー

★ダンスレクチャー

J:COM TV でお楽しみいただける 2 月の“ディスコ特集”

放送局
音楽・ライブ！ スペースシャワーTV HD

MUSIC ON! TV（エムオン!） HD

ミュージック・エア

351 ch

355 ch

チャンネル

350 ch

特集名

ロマンティックさらって･･･︕伝説
のディスコヒッツ・フィーバー
Part1〜2

DJ OSSHY の
ディスコミュージック特集

☆2/3(⽇) モーリス・ホワイト
命⽇ディスコ特集☆

Part1: 2/3(⽇)20:00〜
Part2: 2/3(⽇)21:00〜

2/20(⽔) 深夜 2︓00〜

2/3(⽇) 13︓00〜

80 年代ディスコ伝道師がセレクトした
MV 特集︕アラフォー、アラフィフ世代から
⽀持を受ける『80 年代ディスコ伝道師』
DJ OSSHY がセレクトした MV を放送。
本⼈の独占コメントも︕

モーリス・ホワイト(アースウインド＆ファイ
ヤー)の命⽇にディスコ特集を放送︕①
アース・ウインド＆ファイアー︓ライヴ・イ
ン・ジャパン 1990、②ABBA︓ミュージッ
クラーデン・ライヴ、③ジャクソンズ︓ミュー
ジックラーデン・ライヴ

初回放送

内容

再放送

懐かしくもあり、新鮮でもあるディスコヒッ
ト曲の数々を、新旧・邦洋まとめて⼤特
集︕じっくり聴いても良し、くたくたになる
まで踊っても良し。ファンキーなグルーヴと
キャッチーなメロディーに⾝をまかせて、コ
コロもカラダもウキウキしちゃいましょう︕
Part1:2/9(⼟)19︓00〜
2/23(⼟)25:00〜
Part2:2/10(⽇)19:00〜
2/23(⼟)26:00〜

①2/13(⽔)午前 9:30〜
②2/27(⽔)深夜 1:55〜
③2/27(⽔)深夜 1:30〜

※放送は予告なく変更となる可能性があります

J:COM は、100ch 以上視聴できる J:COM TV のさらなるサービス・コンテンツの充実を図るとともに、「J:COM Wonder
Studio」で、これからもお客さまの心に響くさまざまなイベントを行ってまいります。

イベント概要

WONDER DISCO
開催日
開催日時
開催場所
料金
プレゼント

2019 年 2 月 3 日（日）、10 日（日）、17 日（日）、23 日（土） 全 4 回
14：00～15：00 （13:30 開場）
「J:COM Wonder Studio」 （東京ソラマチ® イーストヤード 5 階）
無料
80 年代ファッション※でお越しの方にはざっくぅグッズをプレゼント
※ジュリアナ扇子、ボディコン、肩パットのいずれかを着用されている方。その他のご衣裳の場合も、遠慮なくスタッフにご相談ください

特設 WEB

https://c.myjcom.jp/wonderstudio/201902_01.html

※ イベントは予告なく変更となる可能性があります
※ クロークのご用意はございません

参考情報

SUPER SKYTREE® DISCO
定額制音楽配信サービス「ＡＷＡ（アワ）」の協力のもと、80～90 年代のディスコ全盛時代の象徴ともいえるレジェンドＤＪから、
今も国内をはじめ世界の舞台の第一線で活躍するトップＤＪ、懐かしのディスコの人気ＤＪが展望台で競演し、懐かしさだけで
なく新しさも持ち合わせた東京スカイツリー®ならではのディスコ空間をお楽しみいただけます。本イベントが 3 年目を迎えるに
あたり、ディスコブームを盛り上げるために「ミラーボールスーツ」を開発。本イベント開催中はダンスで会場を盛り上げるほか、
「ジュリ扇」をご持参して来場すると天望デッキの入場料金が 3 割引きとなるサービスも実施しています。

開催日
開催時間
開催場所
料金

2019 年 1 月 18 日（金）、25 日（金）
2 月 1 日（金）、8 日（金）、14 日（木）、15 日（金）、22 日（金）
3 月 1 日（金） 全８回
19：00 ～22：00
東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０
東京スカイツリー天望デッキへのご入場でお楽しみいただけます

※予告なく変更または中止になる場合があります。
※混雑状況により、展望台へのご入場を制限する場合があります。

「SUPER SKYTREE® DISCO」の様子

ＤＪブース
©TOKYO-SKYTREE

■DJ OSSHY プロフィール
80′s ディスコ伝道師。MC とミキシングを両方こなす、DISCO DJ のスペシャリスト。安心・安全・健康的でク
リーンなディスコの魅力を全国に伝えている。テレビ司会者の第一人者「押阪忍」の長男。2016 年、17 年、18
年 内閣主催「観桜会」招待 DJ。2018 年 6 月 4 日、テレビ朝日「徹子の部屋」出演。民放テレビ初のディスコ
TV 番組「DISCO TRAIN/TOKYO-MX」、業界初 お昼のディスコラジオ番組「RADIO DISCO/InterFM897」、
「Family Disco/JFN 全国放送」等、ディスコ放送番組 DJ のパイオニアでもある。2018 年より NHK ラジオ第一
「ごごラジ！」にて「DJ OSSHY のプレミアム・ディスコタイム」がスタート。「ファミリーディスコ」、「高齢者ディス
コ」など、三世代で楽しめるイベントや、東京スカイツリー、東京タワー、羽田空港、大型客船シンフォニー、小
金井ゴルフ倶楽部、立教大学などでのディスコイベントのメイン DJ を務め、郷ひろみ、角松敏生、鈴木雅之、
ジョディ・ワトリーとの共演イベントも大きな話題を呼んだ。2019 年 1 月 23 日、通算 34 枚目となる最新 mix
CD『HAPPY DISCO 2 -SOLAR NIGHT-』をリリース。著書『ディスコの力』好評発売中。今、日本で一番集客
力のある、ディスコ世代に支持されている DJ タレント。
・売野雅勇 作詞活動 35 周年記念コンサート 総合司会。
・7 月 22 日「ディスコの日」制定者。
公式サイト http://www.osshy.com/

★DJ OSSHY の最新ミックス CD「HAPPY DISCO 2 -Solar Night- mixed by DJ OSSHY」も
併せてお楽しみください

「J:COM Wonder Studio」について www2.myjcom.jp/wonderstudio/
J:COM で視聴できる多彩な専門チャンネルや J:COM の最新サービスを、イベントやアトラクションを通して楽しくご紹介しています。
また、店舗内に併設しているざっくぅグッズ専門店「ZAQ STORE mini」ではここでしか手に入らない限定商品も販売しています。

ジュピターテレコムについて

www.jcom.co.jp/

株式会社ジュピターテレコム（本社：東京都千代田区）は、1995 年に設立された国内最大手のケーブルテレビ事業・番組供給事業統括運営会社です。ケーブ
ルテレビ事業は、札幌、仙台、関東、関西、九州・山口エリアの 26 社 73 局を通じて約 547 万世帯のお客さまにケーブルテレビ、高速インターネット接続、電
話、モバイル、電力等のサービスを提供しています。ホームパス世帯（敷設工事が済み、いつでも加入いただける世帯）は約 2,157 万世帯です。番組供給事
業においては、17 の専門チャンネルに出資及び運営を行い、ケーブルテレビ、衛星放送、IP マルチキャスト放送等への番組供給を中心としたコンテンツ事業
を統括しています。※上記世帯数は 2018 年 12 月末の数字です。2019 年 1 月 1 日より 25 社 73 局になっています。

