
カカララオオケケ史史上上初初！！誰誰ででももEEvveerryy  LLiittttllee  TThhiinnggのの持持田田香香織織ににななれれるる「「ななりりききりりママイイクク」」ががビビッッググエエ
ココーーにに登登場場！！

33店店舗舗ににススペペシシャャルルルルーームムをを88月月2255日日かからら1100月月1111日日ままででオオーーププンン憧憧れれののアアーーテティィスストトのの声声でで歌歌ええるる機機会会をを見見

逃逃すすなな!!!!

株株式式会会社社第第一一興興商商

��株株式式会会社社第第一一興興商商（（以以下下、、当当社社））はは、、ヤヤママハハ株株式式会会社社（（以以下下、、ヤヤママハハ））がが開開発発ししたた、、人人のの歌歌声声をを別別人人ににリリアアルルタタイイムム変変換換すするる新新

技技術術『『TTrraannssVVooxx  ((トトラランンススヴヴォォッッククスス))  TTMM』』**11  をを活活用用しし、、音音楽楽ググルルーーププ・・EEvveerryy  LLiittttllee  TThhiinngg（（以以下下、、EELLTT））のの持持田田香香織織のの声声でで

カカララオオケケがが歌歌ええるる【【ななりりききりりママイイクク  ffeeaatt..EELLTT持持田田香香織織  ススペペシシャャルルルルーームム】】をを、、当当社社がが展展開開すするるビビッッググエエココーー33店店舗舗ににてて、、88月月2255

日日かからら1100月月1111日日ままででのの期期間間限限定定ででオオーーププンンししまますす。。

� 昨年、デビュー25周年を迎えたELT。当社はヤマハとコラボレーションし、今もなお全世代からカラオケで人気のELT・持

田香織の歌声で楽しめる【なりきりマイク feat.ELT持田香織 スペシャルルーム】を、東京・静岡・大阪のビッグエコー3店舗

で展開します。

�スペシャルルームには、『TransVox 』技術により持田香織の歌声に変換してくれる専用マイク「なりきりマイク feat.ELT持

田香織」を設置しました。ELTの楽曲をAIに学習させることで、持田さんの歌声の特徴や癖を把握。リアルタイムで音声の読

み込みと変換を実現しました。「なりきりマイク feat.ELT持田香織」で歌うだけで、声が持田さんの歌声に変換され、スピー

カーから出力されます。男性でも付属の【オクターブスイッチ】で自動的に1オクターブ上の歌声に切り替えることができるの

で、性別や年代を問わず楽しむことができます。

�さらに、扉、テーブルにオリジナルラッピングを施すことで、ELT仕様のスペシャルルームとしました。*2

憧れのアーティストの声で歌えるスペシャル体験を、この機会にぜひビッグエコーでお試しください。

ななりりききりりママイイクク  ffeeaatt..EELLTT持持田田香香織織  ススペペシシャャルルルルーームム】】

2022年8月24日 11時30分

UURRLL http://www.dkkaraoke.co.jp/

業業種種 商業（卸売業、小売業）

本本社社所所在在地地 東京都品川区北品川5-5-26

電電話話番番号号 03-3280-2151

代代表表者者名名 保志�忠郊

上上場場 東証プライム

資資本本金金 123億5000万円

設設立立 1973年04月

株株式式会会社社第第一一興興商商
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BTS、10月15日に2030釜山国
際博覧会誘致祈願コンサート開
催決定！

株式会社HYBE JAPAN

19分前

月刊TVガイド10月号で"天最
高"なペア表紙！ 永瀬廉＆西畑
大吾、"だいれん"共演に「感
深い」

…

株式会社東京ニュース通信社

1時間前

FENDER CUSTOM SHOPより
名匠ジェリー・ガルシアの愛機
“ALLIGATOR” を忠実に再現
た『JERRY GARCIA AL...

…

フェンダーミュージック株式会社

2時間前

『2022 MAMA AWARDS』11
月29日、30日 開催!! 日本“京
セラドーム大阪”で! 世界中の
POPファンと楽しむ!!

…

CJ ENM Japan 株式会社

3時間前

「面白いものは国境を越えていく
から、それを信じて作っていく」阿
部寛が“日本発世界へ”の想
語るデ...

…

株式会社東京ニュース通信社

4時間前

ププレレススリリリリーースス  ラランンキキンンググ

いま話題 今日 今週 今月

『2022 MAMA AWARDS』11
月29日、30日 開催!! 日本“京
セラドーム大阪”で! 世界中の
POPファンと楽しむ!!

…

CJ ENM Japan 株式会社

1

0

プレスリリース・ニュースリリース配信サービスのPR TIMES プレスリリースを受信 企業登録申請 ログイン

Top テクノロジー モバイル アプリ エンタメ ビューティー ファッション ライフスタイル ビジネス グルメ スポーツ

2



実施期間*3 ：2022年8月25日(木) 11:00〜10月11日(火) 23:59

実施店舗�：ビッグエコー3店（東京・渋谷センター街本店／静岡・浜松有楽街店／大阪・梅田茶屋町本店）

内容���：ELT一色のルーム で、「なりきりマイク feat.ELT持田香織」を使ってご本人の声で歌える体験ができます。*

4

ルーム内の大画面プロジェクターで、 ELTの伊藤一朗が自身のYouTubeチャンネル「ELT伊藤 一朗いっくんTV」に

て「なりきりマイク feat.ELT持田香織」を体験する動画が観られます。

*1�ヤマハは、歌声の分析・合成とAIに関係する最新技術を駆使し、人の歌声を別人の歌声にリアルタイム変換する新技術

『TransVox（トランスヴォックス)』を研究開発しています。『TransVox』は、歌声の特徴や音の高低に応じた音色の変化な

ど、歌い方の癖をAIに学習させることで、年代や性別を問わずどんな人の声でも特定の人の歌声に変換することができま

す。

*2�スペシャルルームの仕様は店舗によって異なります。

*3�政府や各自治体からの要請などにより、臨時休業または営業時間が変更になる場合があります。

*4�「なりきりマイク feat.ELT持田香織」は、DAM★とも動画／録音、精密採点Aiをはじめとした採点コンテンツ、カロリーカ

ラオケには非対応です。

■■関関係係者者ココメメンントト

◇◇EEvveerryy  LLiittttllee  TThhiinngg

声を変換する技術やピッチシフト等は今までも経験があるのですが、『TransVox』はそれとはまったく違う発

想で驚きました！この技術を開発するだけでなく、それをカラオケで体験できるような完成形に落とし込むのはと

ても難しいことだと思います。実際に、カラオケで体験できる「なりきりマイク」で変換された音声を聴いて、

“うわっ似てる”と思いました！「なりきりマイク」で自然にキーを変化できるので、性別を問わずスペシャルルー

ムでぜひ体感していただきたいです！ 

◇◇ヤヤママハハ『『TTrraannssVVooxx』』開開発発担担当当者者

持田さんの歌声は、特に母音の透き通った音色や伸びやかなロングト

ーン、少しクセのあるアタック感などが特徴的で、なりきって歌うほどそ

の再現度が高くなると思いますので、ぜひ挑戦していただければと思

います。

◇◇第第一一興興商商

持田さんはLIVEになるとテンションがとても高くなり、激しくお客さんと

対峙するという一面があります。

ビッグエコー全室に設置している通信カラオケDAMシリーズには、ライブの演奏と映像でカラオケが楽しめる

「LIVEカラオケ」というコンテンツがあります。「なりきりマイク feat.ELT持田香織」を使って、ELTの「LIVE

カラオケ」で歌えば、自身がまるで持田さんになってLIVEで熱唱しているかのような不思議な感覚を体感できると

思います。

■■ななりりききりりママイイクク  ffeeaatt..EELLTT持持田田香香織織  ススペペシシャャルルルルーームム  概概要要**11

実施期間：2022年8月25日(木)〜10月11日(火)

実施店舗：ビッグエコー3店舗（1店舗につき1ルーム）

内容：・ELT一色のルームで、ご本人の声で歌える体験ができます。ELTの楽曲はもちろんのこと、

����ほかのアーティストの曲も持田さんになりきって歌うことができます。

���・ルーム壁面、扉、テーブルなどにオリジナルのラッピングを施した、ELT仕様のスペシャルルームです。

���・ルーム内に設置した大画面プロジェクターで、ELTの伊藤一朗がYouTubeチャンネル「ELT 伊藤 一朗

����いっくんTV」にて、「なりきりマイク feat.ELT持田香織」を体験する動画をご覧いただけます。

���*1�スペシャルルームの仕様は店舗によって異なります。また、「なりきりマイク feat.ELT持田香織」��

�����は、DAM★とも動画／録音、精密採点Aiをはじめとした採点コンテンツ、カロリーカラオケには

�����非対応です。

���*2�政府や各自治体からの要請などにより、臨時休業または営業時間が変更になる場合があります。

■■関関連連ササイイトト�ビッグエコー：https://big-echo.jp/campaign/narikiri-mic/

�������ヤマハ：https://www.yamaha.com/ja/news_release/2022/22082401/

�������YouTubeチャンネル「ELT 伊藤 一朗いっくんTV」https://youtu.be/BEng-iAGdwM

【秋のはじまり】食べやすさと食べ
ごたえの両方を叶えます。とんか
つ専門店の「カツ煮冷やしそば
新登場！

…

アークランドサービスホールディン
グス株式会社

クラウドの資産可視化及びセキュ
リティサービス「Cloudbase」を提
供するLevetty、Arena
HoldingsとDNX V...

…

Levetty株式会社

3

BTS、10月15日に2030釜山国
際博覧会誘致祈願コンサート開
催決定！

株式会社HYBE JAPAN

4

自由診療向けオールインワン
SaaSを提供するメディカル
フォース、シリーズAで6億円を
達

…

株式会社メディカルフォース

5

次世代型フィットネスジム
「LifeFit」運営のLifeCoach、プ
レシリーズAラウンドで約1.2億
の資金調達を実施

…

株式会社LifeCoach

6

コノリス、クラウドサービス事業者
向けのセキュリティチェックを効
率化する新サービス「Conoris
Answer...

…

株式会社Conoris Technologies

7

【本人コメントあり！】笹木咲と椎
名唯華のユニット「さくゆい」が、
結成4周年記念・初オリジナル
曲『...

…

ANYCOLOR株式会社

8

月刊TVガイド10月号で"天最
高"なペア表紙！ 永瀬廉＆西畑
大吾、"だいれん"共演に「感
深い」

…

株式会社東京ニュース通信社

9

FENDER CUSTOM SHOPより
名匠ジェリー・ガルシアの愛機
“ALLIGATOR” を忠実に再現
た『JERRY GARCIA AL...

…

フェンダーミュージック株式会社

10

FFaacceebbooookkでで人人気気ののププレレススリリ

リリーースス

【美容コンテスト初】当日だ
けでなく、当日までの美しく
なり経済的に豊かになる
程すべてが審査対象に...

…

株式会社 SPACE X

3534

食べチョク5周年を記念し
た大感謝祭を開催！期間限
定イチオシBOXの販売
高級和牛や今が旬の新鮮

…

株式会社ビビッドガーデン

1131

福山雅治さんを起用した新
テレビCM 第45弾�キユー
ピーハーフ「デリサラダ 
篇

…

キユーピー株式会社

1098


