
TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2020
HELP! 〜NEVER GIVE UP SUMMER〜

各配信メディアの特徴やライブチケットの購入の仕方、
配信の視聴の仕方を写真付きで各社ご説明しています。
詳しくは下記からご確認ください。
※ Stagecrowdはチケット購入ページをご確認ください。



チケット購入と視聴方法について



ABEMA チケット購入方法
①メニューボタンをタップ②「ペイパービュー」をタップ

③ビデオページのタブをスライド「ペイパービュー」から番組を選ぶ
④購入するをタップ⑤必要なコインを購入⑥「購入する」を再度タップ



ABEMA 視聴方法



ライブ配信について



ライブ観るならゼッタイU-NEXT！

U-NEXT月額プランの無料トライアルに登録して視聴することで、

ライブ配信の購入に使える600円分のポイントがもらえるだけではなく、
190,000本以上の見放題動画を31日間無料でお楽しみいただけます。
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■ライブ配信対応デバイス

ライブ配信 /収録ライブ配信は以下のデバイスでお楽しみいただけます。

記載のないデバイスでは再生できませんので、事前にご確認のうえライブを購入してください。

（購入後の返金はできません。）

□パソコン

Google Chrome / FireFox / Microsoft Edge / Safari

※InternetExplorerでは再生できません。

□モバイルデバイス

iPhone / iPad / Androidスマートフォン / Androidタブレット

※Androidスマートフォン、Androidタブレットでは、バージョン4.1.5のアプリをインストールしてご利用ください。

4.1.5未満のバージョンのアプリをご利用の場合は、Googleplayストアへの反映をご確認のうえ、

4.1.5へアップデートしてご利用ください。
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■ライブ配信対応デバイス

□テレビ

＜テレビ本体のU-NEXTアプリで視聴する＞

お持ちのテレビがAndroidTV搭載モデルであればテレビ単体でお楽しみいただけます。

※AndroidTVについての確認はこちら。
LG製U-NEXT対応テレビの一部のモデルで提供していたライブ配信は現在提供を停止しており、再開時期は未定です。

＜対応デバイスを接続してテレビで視聴する＞

以下のデバイスがライブ配信に対応していますので、テレビへ接続して
ライブ配信をお楽しみいただけます。

Android TV / Amazon FireTV / Amazon FireTV Stick /U-NEXT TV

※U-NEXT TVとU-NEXT対応テレビは異なりますのでご注意ください。
※PlayStation4は対応していません。

※Amazon FireTV / Amazon FireTV Stick に関する注意事項
Amazon FireTV / Amazon FireTV Stick のログイン画面には2つの選択肢が表示されています。

上段：U-NEXTアカウントでのログイン
下段：Amazonでログイン

下段は Amazon FireTV / Amazon FireTV Stick 画面上からU-NEXTへ
会員登録いただいた方向けの選択肢です。

※必ずライブを購入いただいたアカウントでログインしてください。
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■ライブ配信対応デバイス

□テレビ

＜AirPlayを使ってテレビで視聴する＞
お持ちのテレビがAirPlayに対応している、またはAppleTVをお持ちであれば、

iPhone、iPad のU-NEXTアプリで再生しているライブ配信をテレビでお楽しみいただけます。

＜iPhone、iPadをテレビに繋いで視聴する＞
以下の方法でご利用いただけます。

・iPhone／iPadをテレビにHDMI接続
・AirPlay

※iOS10以上へOSをアップデートし最新のU-NEXTアプリへアップデートしてからお試しください。
※HDMI接続には別途、HDCP1.4以上に対応したHDMI変換アダプタ、ケーブルをご用意いただく必要があります。

※ライブの購入は、あらかじめパソコン、スマートフォン、タブレット側で購入してください。
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■購入方法・視聴方法

・U-NEXTのアカウントでライブを購入いただく必要があります。

・ご購入の前に「テスト動画再生」が問題なく再生できるかご確認ください。

・パソコン、スマートフォン、タブレットからご購入いただけます。

・ポイントでもご購入いただけます。

・ご購入後のキャンセルはできません。

□既にアカウントをお持ちの方 (p.7)

□まだアカウントをお持ちでない方

●アカウントを作成する

① 31日間無料トライアルを申込し特典を利用して購入する場合 (p.8)

②月額プランは申込せず視聴する場合 (p.10)

●アカウント作成後に購入する (p.11)
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■購入方法・視聴方法

□既にアカウントをお持ちの方

・ライブ配信対応デバイス上で「音楽・アイドル」ジャンルを選択すると

公演タイトルの付いたコンテンツが表示されます。

・公演タイトルの付いたコンテンツを選択のうえ、［ライブを視聴］から購入してください。

・U-NEXTのホームへもコンテンツが表示される場合があります。

※購入後、当日の配信時間になると［ライブを視聴］を選択すると再生できます。

※ご登録の決済方法でお支払いいただけます。

※ご登録の決済方法によってはあらかじめポイントをチャージしていただく必要があります。

※ポイント追加用のギフトコードでポイントを追加してお支払いいただくこともできます。

※ギフトコード（U-NEXTカード）についてはこちら。
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■購入方法・視聴方法

□まだアカウントをお持ちでない方

●アカウントを作成する

① 31日間無料トライアルを申込し特典を利用して購入する場合
U-NEXT月額プランの無料トライアルに登録して視聴することで、ライブ配信の購入に使える600円分の

ポイントがもらえるだけではなく、190,000本以上の見放題動画を31日間無料でお楽しみいただけます。

無料トライアル期間中の解約の場合、月額料金は発生しませんので、この機会に、安心してお試しください。
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■購入方法・視聴方法

□まだアカウントをお持ちでない方

●アカウントを作成する

① 31日間無料トライアルを申込し特典を利用して購入する場合

【ライブ配信の詳しい視聴STEP】

STEP 1
U-NEXTの31日間無料トライアルに登録。

(こちらから登録してください。)

STEP 2
パソコンのサービスサイトまたは視聴可能デバイスのU-NEXTアプリを開き、

登録したアカウントでログイン。
※スマートフォンまたはタブレットの場合は、事前にアプリをインストールしてください。
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■購入方法・視聴方法

□まだアカウントをお持ちでない方

●アカウントを作成する

②月額プランは申込せず視聴する場合
U-NEXTの月額プランに申し込むことなく、アカウント作成（無料）のみで視聴することも可能です。

その場合、無料トライアル特典（600円分のポイント）は付与されません。

【ライブ配信の詳しい視聴STEP】

STEP 1
視聴のためのギフトコードを準備・購入する。

以下の方法が可能です。詳しくはこちら。

・クレジットカード決済

・コンビニ、家電量販店等での購入

・オンラインショップで購入

STEP 2
ギフトコードを入力し、U-NEXTアカウントを作成する。

こちらからギフトコード/特別視聴コードを入力してください。
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■購入方法・視聴方法

●アカウント作成後に購入する

STEP 3
アカウント作成後に、ライブ配信対応デバイス上で

ホーム画面または「音楽・アイドル」ジャンルを選択。
(公演タイトルの付いたコンテンツが表示されます。)

STEP 4
公演タイトルの付いたコンテンツを選択のうえ、［ライブを視聴］から購入。

※ご購入の前に「テスト動画再生」が問題なく再生できるかご確認ください。

STEP 5
アイコンが購入済に変化すれば、購入完了です。

ライブ配信当日まで、お待ちください。
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■当日の視聴方法

ライブ配信対応デバイス上のU-NEXTのホームへ表示される

公演タイトルの付いたコンテンツを選択のうえ、［ライブを視聴］から再生してください。

■注意事項

・任意の時刻に再生はできません。

・早送り・早戻し・繰り返し再生はできません。

・1時間に最大約3.6GBの通信量を消費しますのでWi-Fi環境での視聴を推奨します。

・お客様のインターネット環境、視聴環境に伴う不具合に関しては、責任を負いかねます。

・ポケットWi-Fi、モバイルWi-Fiでの再生で通信制限の対象となった場合、

正常な再生ができなくなります。

・インターネット回線やシステム上のトラブルにより、配信映像や音声の乱れ、

公演の一時中断・途中終了の可能性がございます。

その場合もチケット代の払い戻しは致しかねますことを予めご了承ください。
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■お問い合せ

チケット購入/視聴に関するお問い合わせ

https://help.unext.jp/info/info55

※情報の更新、修正される場合がございますので、上記ページにて最新情報をご確認ください。

ご不明な点が解決しない場合、専用窓口でお問い合わせを受け付けています。

■専用問い合わせ窓口

live@unext.jp

お問い合わせの前に今一度こちらをご確認くださいますようお願いいたします。

※再生が安定しない場合、一度再生を停止し再度再生をお試しください。
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まずはPIA LIVE SREAM（https://t.pia.jp/pia/events/pialivestream/）へアクセスして、
ラインアップより購入したい公演を探し、「視聴チケット」をクリック。

PIA LIVE STREAMはチケットぴあが運営するライブ配信に特化した配信サービスです。TUBEのFC以外のお客様でチケッ
トぴあにてライブチケットを購入している方は、既にチケットぴあに会員登録(無料)をされているかと思いますので、新たな登録
はなしで配信チケットの購入ができます。チケットぴあにてチケットを購入すると、マイページの購入履歴内に表示されるURLを
クリックすればPCやスマートフォンで配信を見られ、視聴操作が簡単なところも利点です。

https://t.pia.jp/pia/events/pialivestream/


①チケット情報ページから「詳細へ」をクリック。 ②公演日時・座席から「枚数選択へ」をクリック。

＜購入までの流れ＞

③枚数を「1枚」と選択し、「購入に進む」をクリック。 ④表示された注意事項をよく読み「上記の内容に同意する」をクリック。



⑤会員登録したメールアドレスとパスワードを入力して「ログイン」をクリック。 ⑥決済方法の選択をしてください。

⑦引取方法はCloakで引き取りとなっておりますが、配信チケットは
お引き取りの必要がないので、このまま「確認する」をクリック。

⑧最終購入内容を確認の上、「同意する」にチェックを付けて、
「購入する」をクリック。購入完了。



①チケットぴあサイト（https://t.pia.jp/）からマイページへログイン。 ②マイページ内の「購入履歴一覧」をクリック。

＜視聴までの流れ＞

③購入履歴一覧内の該当公演の「詳細へ」をクリック。 ④動画視聴は「こちら」から視聴ページへ。

https://t.pia.jp/


LINE LIVEのアプリをダウンロードしていただきLINEのアカウントでサインイン、
LINE LIVE VIEWINGにログインをしてコンテンツを検索、チケット購入をするだ
けで そのアプリから配信を視聴する事ができます。

チケット検索・購入、ライブ情報取得、ライブ視聴、ライブ中のコミュニケー
ションが全て一元化され、LINE LIVEで完結できます。

投げ銭、やチャットコメント機能を備えているのでファンの皆さんとコミニュ

ケーションを取りながら視聴できる楽しさが有ります。

チケット購入と視聴方法



まずはLINE LIVEアプリをダウンロードして、
LINEでサインインをします
（目安：5分程度）



LINE LIVE-VIEWINGのサイトにログインをします。
（目安：3分程度）

左の【三】→ログインを押す→LINEでログイン
自分のLINEのアイコンが表示されていればログイン完了！



チケットの購入方法（目安：5分程度）

購入ボタンを押下→説明を読んで購入ボタン→決済を選択→購入完了



チケットの視聴方法

ログインをし、チケット購入履歴を押下→購入した視聴公演をタップすると視聴が開始されます
※視聴時もLINE LIVEアプリがLINEにログインされているか？確認してください！



スマートフォン / タブレット / パソコンでご視聴いただけます。

ChromecastやAppleTVを利用して、もしくはパソコンか
らHDMIケーブルで接続してテレビでご視聴いただくことも
可能です。
※ 事前に【お試し視聴コンテンツ】でご視聴できるかご確認ください。



新体感ライブ CONNECT

スマホ / タブレットでのご購入方法と視聴方法



新体感ライブ CONNECT スマホ/タブレットでの視聴確認方法

【STEP - １】 視聴アプリをダウンロード

お持ちのスマートフォン/タブレットに
［新体感ライブ CONNECT］ アプリをダウンロードして
dアカウントでログイン

※ dアカウントが必要です。
お持ちでない方は事前登録(発行)をお願いいたします。
（登録無料、ドコモユーザー以外もOK）

※ ［新体感ライブ CONNECT VR］ アプリでは
視聴できませんので、ご注意ください。

このアプリアイコンが
目印です。

【STEP - 2】 ダウンロードしたアプリで事前の視聴確認

アプリTOPにある
【無料お試し】SILENT SIREN「フジヤマディスコ」で、
視聴できるか確認をしてください。
テレビでの視聴は、Chromecast または Apple TV
をご用意の上、シングルアングル キャストで視聴確認して
ください。
※ 今回のライブ映像は、

シングルアングルのみのため、マルチアングルはありません。



新体感ライブ CONNECT スマホ/タブレットでの購入方法

【STEP – ３】 Webブラウザで [新体感ライブ CONNECT] Webサイトへアクセス

[新体感ライブ CONNECT] Webサイトへアクセスし
画面を下にスワイプし、ご購入されたい商品をお探しの上
タップしてください。

※ アプリからコンテンツを購入することはできません。

【STEP – ４】 [新体感ライブ CONNECT] Webサイトでコンテンツを購入

記載内容をご確認の上 をタップして商品をご購入
ください。

※ dアカウントが必要です。
お持ちでない方は発行をお願いいたします。
（登録無料、ドコモユーザー以外もOK）

¥●●

※例として無料お試し商品を表示しています。



新体感ライブ CONNECT スマホ/タブレットでの視聴方法

【STEP –５】 購入済みコンテンツの表示

[新体感ライブ CONNECT] アプリを起動し、下にスワイプし
ご購入された商品をお探しいただきタップしてください。

メニューをタップ
ホームをタップ

見つからない場合は、以下の手順で表示情報を更新ください。

※例として無料お試し商品を表示しています。



新体感ライブ CONNECT スマホ/タブレットでの視聴方法

【STEP – ４】 購入済みコンテンツの視聴

ライブがはじまりましたら、
動画をタップしご視聴いただくことができます。

※ 今回のライブ映像は、
シングルアングルのみのため、マルチアングルはありません。

Chromecast、もしくはAppleTVをお持ちの方はテ
レビでご視聴いただくことも可能です。

※例として無料お試し商品を表示しています。



新体感ライブ CONNECT

パソコンでのご購入方法と視聴方法



新体感ライブ CONNECT パソコンでの視聴確認方法

【STEP - １】 [新体感ライブ CONNECT] Webサイトへアクセス

WEBブラウザで「新体感ライブ CONNECT」と検索
もしくは、URLバーに「https://shintaikan.live/」と
入力し [新体感ライブ CONNECT] サイトへアクセス

※ dアカウントが必要です。
お持ちでない方は発行をお願いいたします。
（登録無料、ドコモユーザー以外もOK）

https://shintaikan.live/

【STEP – ２】 購入済みコンテンツページへアクセス

「購入済みコンテンツ」をクリック

購入済みコンテンツ



新体感ライブ CONNECT パソコンでの視聴確認方法

【STEP – ３】 お試しコンテンツを選択

【無料お試し】 SILENT SIREN 「フジヤマディ
スコ」をクリック

※ 購入済みコンテンツに表示されておりますが
無料コンテンツであるためご請求は発生して
おりません。

【STEP – ４】 動画視聴確認

「マルチアングル視聴」「通常視聴」をクリックし、
問題なく視聴できるかお確かめください。

テレビでの視聴は、HDMIケーブルでテレビに
接続し視聴確認してください。
※PCをテレビに有線ケーブルで接続する視聴方法については

動作を保証しておりません。



新体感ライブ CONNECT パソコンでの購入方法

【STEP - ５】 Webブラウザで [新体感ライブ CONNECT] Webサイトへアクセス

[新体感ライブ CONNECT] Webサイトへアクセスし、画
面を下にスクロールしながらご購入されたい商品をお探し
いただき、タップしてください。

【STEP – ６】 Webブラウザで新体感ライブ CONNECT Webサイトへアクセス

記載内容をご確認の上 をタップして商品をご購入
手続きにお進みください。

※ dアカウントが必要です。
お持ちでない方は事前登録(発行)をお願いいたします。
（登録無料、ドコモユーザー以外もOK）

¥●●

※例として無料お試し商品を表示しています

※例として無料お試し商品を表示しています。



新体感ライブ CONNECT パソコンでの視聴方法

【STEP – ７】 購入済みコンテンツページへアクセス

「購入済みコンテンツ」をクリック

購入済みコンテンツ

【STEP – ８】 購入済みコンテンツページへアクセス

ご購入された商品をお探しいただきクリック
してください。

※例として無料お試し商品を表示しています。



新体感ライブ CONNECT パソコンでの視聴方法

【STEP – ９】 購入済みコンテンツページへアクセス

ライブがはじまりましたら、動画をタップしご視
聴いただくことができます。

※ 今回のライブはマルチアングルはなく
シングルアングルのみとなります。

HDMIケーブルでPCとテレビを接続してご視聴
いただけます。
※ PCをテレビに有線ケーブルで接続する視聴方法に

ついては動作を保証しておりません。
必ず事前の動作確認をお願いいたします。

※例として無料お試し商品を表示しています。



よくあるご質問

Q. dアカウントはドコモの契約がなくても作成できますか？

dアカウントは、ドコモの回線をお持ちでない方でも無料で作成できます。
作成方法は「新規作成ガイド」をご覧ください。

※ 新規作成ガイドはこちら
https://id.smt.docomo.ne.jp/src/utility/ctop_regguide.html

A.

Q. 期間用途限定dポイントも利用可能ですか？

期間用途限定dポイントもご利用いただけます。A.

Q. テレビで見るためにはどうすればよいでしょうか？

Chromecast や Apple TV が必要になります。
詳しくは、FAQにある「Chromecastのご利用について」をご確認ください。

※ FAQはこちら
https://shintaikan.live/faq

PCの場合はHDMIケーブルで接続することで、テレビで視聴いただけます。
（必ず事前の動作確認をお願いいたします。）

A.

Q. ARフィギュアは観られますか？

今回のライブは、ARフィギュアはございません。A.

その他「よくあるご質問」は新体感ライブ CONNECT のWebサイト
FAQをご確認ください。

https://shintaikan.live/faq

https://id.smt.docomo.ne.jp/src/utility/ctop_regguide.html
https://shintaikan.live/faq

