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 東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：山村 明義、以下「東京メトロ」）、株

式会社 viviON（本社：東京都千代田区、代表取締役：明石 耕作、以下「viviON」）及び株式会社

GATARI（本社：東京都千代田区、代表取締役：竹下 俊一、以下「GATARI」）は、東京メトロ×Clock 

over ORQUESTA「クロケスタ駅ナカ LIVE!!〜新宿・銀座・王子をめぐるバーチャルライブ・ラリー〜」

を 2023年 2月 21日（火）から 3月 21日（火・祝）まで開催します。 

 

このバーチャルライブ・ラリーは、東京メトロの対象駅 3駅（新宿駅、銀座駅、王子駅）に設置され

たライブスポット（各駅 4か所）を巡るものです。各ライブスポットには、人気ボカロ Pの楽曲を豪華

声優陣が歌う SNS連動型キャラクターソングプロジェクト『Clock over ORQUESTA』（以下、『クロケス

タ』）のスペシャルライブ音源がバーチャル空間に設置されます。全スポットを巡ることで入手できる 3

つのパスワードを特設サイトに入力すると、スペシャルボイスドラマを聞くことができます。さらに、

豪華声優陣のサイン入りアイテムが当たるプレゼントキャンペーン等も実施します。 

 

バーチャル空間に設置された音源には、GATARIが提供する MR

音響体験アプリ「Auris」（iOSのみ対応）とイヤホン等を利用す

ることでアクセス可能です。立つ位置によって音声の聞こえ方が

変化するインタラクティブな空間オーディオとなっており、ライ

ブ感のある音響体験を実現しています。 

 

ご家族やご友人と一緒に、東京メトロ×Clock over ORQUESTA

「クロケスタ駅ナカ LIVE!!〜新宿・銀座・王子をめぐるバーチ

ャルライブ・ラリー〜」をぜひお楽しみください。 

 

詳細につきましては別紙のとおりです。 

 
※GATARI は東京メトロのオープンイノベーションプログラム「Tokyo Metro 

ACCELERATOR 2020」の採択企業です。 

※SNS 連動型キャラクターソングプロジェクトとは、SNS、ボイスドラマ、楽曲

を連動して展開するプロジェクトです。 
※MR（Mixed Reality|複合現実）とは、リアル空間とバーチャル空間がシーム

レスに融合し(ミックスされ)、リアルなモノとバーチャルな情報を等価に表

示・操作することができる状態のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

東京メトロ×Clock over ORQUESTA 

「クロケスタ駅ナカ LIVE!!〜新宿・銀座・王子をめぐる 

バーチャルライブ・ラリー〜」を実施します！ 

特別描き下ろしビジュアル 

（イラストレーター：うごんば @ug0nba）

 

豪華声優陣・ボカロ Pが集結したバーチャルライブ・ラリー 



 

東京メトロ×Clock over ORQUESTA 

「クロケスタ駅ナカ LIVE!!〜新宿・銀座・王子をめぐるバーチャルライブ・ラリー〜」詳細 
 

１ 特設サイト 

https://special.clockoverorquesta.com/ekinakalive/ 
 

２ 実施期間 

2023年 2月 21日（火）から 2023年 3月 21 日（火・祝）まで 

※ラッシュ時間帯の混雑のため、平日 7:00～9:00、17:00～20:00 の体験はご遠慮ください。 
 

３ 参加費 

無料（アプリの利用等に必要な通信費・交通費はお客様のご負担となります。） 

※バーチャルライブ・ラリー体験には東京メトロ 24 時間券のご利用がおすすめです。 

 

４ 対象駅とライブスポット（キャラクター名/青年 CV（Character Voice）/ボカロ P「楽曲情報」） 

対象駅 キャラクター名 青年 CV ボカロ P「楽曲情報」 

丸ノ内線 新宿駅 

（東改札付近） 

朱鷺燈 一夜 山下 大輝 40mP「ただ一つ、夜を越えて」 

桜小路 二香 森川 智之 164「SECONDS」 

栗花落 四麻 置鮎 龍太郎 john「翅のカルテット」 

不破 十紀人 鳥海 浩輔 Nem「ナルコレプシーNo.10」 

丸ノ内線 銀座駅 

（B10 出入口付近） 

小豆沢 三斗 服部 想之介 すこっぷ「ダイサンシャ」 

音葉 五百助 野田 てつろう ピノキオピー「五光」 

天馬 六華 村瀬 歩 梨本 うい「午前六時のブギウギ」 

榊 八色 堀内 賢雄 湊 貴大（流星 P）「八尋之影」 

南北線 王子駅 

（駅事務室付近） 

天馬 七星 日野 聡 れるりり「nana〜ぼくのうた〜」 

九重 九日 立花 慎之介 keeno「se9uel」 

春海 一十 山路 和弘 YASUHIRO（康寛）「サイハテの十壱車両」 

朱鷺燈 零士 緑川 光 sasakure.UK「Null」 

※ライブスポットは全て改札外に設置してあります。 

※駅間の移動・各駅のライブスポットを巡る順番に指定はございません。 

※実施期間内であればいつでもご自由に巡っていただけます。 
 

５ イベントの楽しみ方 

（１）1つの駅につき 4つの「スペシャルライブ音源」が聞けます。ここでしか聞けないキャラクター

ソングのライブ MIXを楽しみましょう。 

（２）1つの駅につき 4つのライブを聞き終えて、「クロケスタ駅ナカ LIVE!!の楽しみ方」と書かれた

ポスターの前に戻ると流れる「ミニボイスドラマ」でパスワードを GETできます。 

（３）パスワードを特設サイトに入力すると、「参加特典カード」がダウンロードできます。 

（４）さらに 3つの駅をめぐり、3つのパスワードを集めて特設サイトに入力すると、「スペシャルボイ

スドラマ」が聞け、「ライブコンプリート特典カード」がダウンロードできます。 

※パスワードの入力及び、「スペシャルボイスドラマ」の再生はイベント期間内(2023 年 3 月 21 日 23:59 まで) のみ可

能です。 
 

６ 体験方法 

（１）バーチャルライブ・ラリー参加に必要な専用音響体験アプリ「Auris」（オーリス）を App Store

でインストールしてください。 

（２）イヤホン・ヘッドホンを装着し、「クロケスタ駅ナカ LIVE!!の楽しみ方」と書かれたポスターの

QR コードをカメラで読み込むと、「Auris」が起動します。 

別 紙 

https://special.clockoverorquesta.com/ekinakalive/


（３）画面の指示に従い、カメラを左右に振りながら「クロケスタ駅ナカ

LIVE!!の楽しみ方」と書かれたポスター全体を読み取ると案内ボイス

が流れ始めます。スマートフォンを胸に当て、カメラを隠さないよう

常に正面に向けた状態でキャラクターポスターの前に移動すると、バ

ーチャル空間に設置されたスペシャルライブ音源が聞こえてきます。

この音源は立つ位置によって聞こえ方が変化するため、周囲を移動し

ながら、ライブ体験をお楽しみください。 
 

 ＜体験に必要なもの＞ 

・通信可能な iPhoneや iPad など iOS対応機種、イヤホン、ヘッドホ

ン等が必要です。 

・アプリは iOS(バージョン 15以上)に対応しています。（動作検証を

行っておりますが、一部のスマートフォンではご参加いただけない場

合があります。） 
 

◎ バーチャルライブ・ラリーを体験する際は、専用音響体験アプリ

「Auris」をインストールし、「クロケスタ駅ナカ LIVE!!の楽しみ方」と書かれたポスターの QR

コードを読み込んでください。 

 「Auris」ダウンロード URL  https://gatari.co.jp/ac 

※QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 

 

７ 機器貸し出し＆スタッフによるご案内日 

通信可能な iPhone や iPad など iOS 対象機器をお持ちでない方、アプリの操作に不安のある方を対

象に、機器の貸し出しやスタッフによるご案内をいたします。 

（１）日付：2023 年 2月 23 日（木）、3月 4日（土）、5日（日）、18日（土）、19 日（日） 

（２）時間：各日 13:00～17:00 

（３）場所：新宿駅、銀座駅、王子駅の各イベントエリア 

（４）機器貸し出し時間：各駅ごとにおひとり様 15 分ずつ 

※詳細は特設サイトをご覧ください。 
 

▼機器貸し出し予約について 

貸し出しをご希望の場合、下記 URL より機器の貸し出し予約が可能です。 

ご予約はスタッフによるご案内日の前日昼 12:00 まで受け付けております。 

機器の台数には限りがあるため、ご予約は先着順となります。予めご了承ください。 

ご予約には Peatix アカウントが必要になります。 

ご予定に合わせて新宿駅・銀座駅・王子駅から 1 枠ずつお選びください。 

当日は予約時間に各駅イベントエリアにて、チケットの QR コードをイベントスタッフにご提示くだ

さい。 

※QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 
 

・2 月 23 日(木・祝)のご予約 https://clockoverorquesta-ekinakalive0223.peatix.com/view 

・3 月 4 日(土)のご予約 https://clockoverorquesta-ekinakalive0304.peatix.com/view 

・3 月 5 日(日)のご予約 https://clockoverorquesta-ekinakalive0305.peatix.com/view 

「クロケスタ駅ナカ LIVE!!の楽

しみ方」ポスター（イメージ） 

https://gatari.co.jp/ac
https://clockoverorquesta-ekinakalive0223.peatix.com/view
https://clockoverorquesta-ekinakalive0304.peatix.com/view
https://clockoverorquesta-ekinakalive0305.peatix.com/view


・3 月 18 日(土)のご予約 https://clockoverorquesta-ekinakalive0318.peatix.com/view 

・3 月 19 日(日)のご予約 https://clockoverorquesta-ekinakalive0319.peatix.com/view 

※機器貸し出しの予約時間までに現地にいらっしゃらない場合、ご予約はキャンセルとさせていただき、当日貸し出

しの方を優先させていただきます。 

※イベントは常設されております。貸し出し機器には限りがございますため、対象機器をお持ちの方のご予約はご遠

慮ください。 
 

▼整理券について 

貸し出し機器が全て使用中の場合、当日貸し出し可能な最短の時間帯にて整理券を配布いたし

ます。 

各駅の整理券配布状況は GATARI公式 Twitter（@GATARI_JP）にてお知らせいたします。 

整理券はなくなり次第終了となります。 

※機器貸し出し可能な人数は、1 日あたり各駅 30 名程度を予定しております。 

※機器の貸し出しは各駅ごと、おひとり様 1 日 1 回限りとさせていただきます。 
 

８ キャンペーン 

  本イベントの開催を記念して、様々なキャンペーンを実施いたします。詳細は特設サイト

（https://special.clockoverorquesta.com/ekinakalive/）をご確認ください。 
 

（１） 東京メトロ×Clock over ORQUESTA クロケスタ駅ナカ LIVE!!開催記念プレゼントキャンペーン 

豪華声優陣 12名のうち 1名のサインが入った A3クリアポスターを抽選で合計 12名様にプレゼ

ントいたします。 

＜商品詳細＞ 

サイン入り A3クリアポスター 

山下大輝さん、森川智之さん、服部想之介さん、置鮎龍太郎さん、野田てつろうさん、村瀬歩

さん、日野聡さん、堀内賢雄さん、立花慎之介さん、鳥海浩輔さん、山路和弘さん、緑川光さ

ん 

各種 1点、合計 12枚 

※基本的にはお選びいただけません。予めご了承ください。 

＜キャンペーン期間＞ 

2023年 2月 21日(火)0:00〜3月 21日(火・祝)23:59 

＜参加方法＞ 

① クロケスタ公式 Twitterアカウント「@ClQST_info」をフォロー。  

② 「クロケスタ駅ナカ LIVE!!」で新宿駅、銀座駅、王子駅をめぐり 3つのパスワードを入手。  

③ 特設サイトにパスワードを入力して「ライブコンプリート特典カード」をダウンロード。 

④ 指定ハッシュタグ( #東京メトロ #クロケスタ駅ナカ LIVE)と「ライブコンプリート特典カー

ド」を添付して感想をツイート。 
※本キャンペーンの内容は予告なく変更する場合があります。予めご承知おきください。 

※同一人物による複数アカウントでの連続応募など、キャンペーン運営上、平等性を欠くような妨害/不正行為と当

社が判断した場合、事前予告なく当選を無効とさせていただく場合がございます。 

※本キャンペーンのご参加及び当選の権利は、賞品配送の都合上日本国内にお住まいの方に限らせていただきます。 

※その他の注意事項は特設サイトをご覧ください。 
 

（２） 東京メトロ×Clock over ORQUESTA クロケスタ駅ナカ LIVE!!開催記念キャンペーン in アニメイ

ト 

アニメイトの指定店舗にて以下のグッズ販売と特典キャンペーンを実施します。 

◇開催記念販売グッズ 

【販売期間】2023 年 2月 21日(火)～2023 年 3月 21 日(火･祝) 

【販売場所】アニメイト新宿店・池袋本店・秋葉原店 

① アニメイト限定 駅ナカ LIVE ver. ブラインド缶バッジ全 12種 

② アニメイト先行販売 駅ナカ LIVE ver. アクリルスタンド 12種 

https://clockoverorquesta-ekinakalive0318.peatix.com/view
https://clockoverorquesta-ekinakalive0319.peatix.com/view
https://special.clockoverorquesta.com/ekinakalive/


  

◇特典キャンペーン 

① 開催記念グッズ 事前予約キャンペーン 

【実施期間】2023 年 1月 25日(水)14:00～2023 年 2月 3日(金)23:59 

【実施場所】アニメイト通販 

【対象商品】https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/clockoverorquesta-

ekinakaline_fairgoods/cd/2468/ 

2023年 2月 21日(火)発売の『東京メトロ×Clock over ORQUESTA クロケスタ駅ナカ LIVE!!開催

記念グッズ』をご予約 2,000 円(税込)以上で、事前予約特典『キービジュアルポストカード(1

種)』を 1枚プレゼント！ 
※事前予約キャンペーンの特典は商品配送時に同梱いたします。 

※アニメイト新宿店・池袋本店・秋葉原店以外の店舗、アニメイト通販での取り扱いは事前予約のみとなります。 
  

② A5 クリアファイルがもらえる！イベント実施駅近隣店舗来店キャンペーン 

【実施期間】2023 年 2月 21日(火)～2023 年 3月 21 日(火･祝) 

【実施場所】アニメイト新宿店・池袋本店・秋葉原店 

『東京メトロ × Clock over ORQUESTA クロケスタ駅ナカ LIVE!!』の特設 WEB サイトの TOP画

面をレジにご提示頂いたお客様に先着でキービジュアル A5クリアファイル(1 種)を 1枚プレゼ

ント！ 
※特典配付はおひとり様 1 回とさせて頂きます。 

※先着配付となりますので無くなり次第終了とさせて頂きます。 

※施策に関わる景品・特典等は、全て第三者への譲渡・オークション等の転売は禁止とさせて頂きます。 

※キャンペーン対象の金額設定は全て税込となります。 

※期間中であっても特典は無くなり次第終了となります。 

※キャンペーンの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。 
 

９ 注意事項 

（１）体験には通信可能な iPhoneや iPad など iOS 対応機種、イヤホン、ヘッドホン等の機器が必要で

す。 

（２）通信環境により、ダウンロードが完了するまで時間がかかる場合があります。 

（３）アプリは iOS（バージョン 15以上）に対応しています。 

   ※動作検証を行っておりますが、一部のスマートフォンではご参加いただけない場合があります。 

（４）使用する機器は十分充電した状態でイベントにお持ちください。充電器等の貸し出しはおこなっ

ておりません 

（５）体験中は「Auris」を終了させないでください。「Auris」を起動させた状態で 4つのライブスポ

ットを回ると、パスワードを聞くことができます。(スリープモードを設定されている方は解除を

お願いします) 

（６）歩きながらスマートフォンを操作するのはおやめください。体験中はスマートフォンを胸に当

て、カメラを隠さないよう正面に向けた状態で移動をお願いします。 

（７）アプリで空間を読み取る際、周りのお客様にご配慮のうえカメラのご使用をお願いします。 

（８）小さなお子様については、保護者付き添いのうえ、お楽しみください。 

（９）新型コロナウィルス感染拡大防止対策にご協力をお願いいたします。ご参加の際には、不織布マ

スク等の着用を推奨いたします。 

（１０）マスクの着用、こまめな手洗いを徹底し、お客様同士の適切な距離を保ち会話は極力お控えく

ださい。また、体調がすぐれない場合は参加をお控えください。 

（１１）このイベントは予告なく中止・変更する場合があります。予めご了承ください。 
 

１０ お問い合わせ先 

＜イベント実施に関するお問い合わせ＞  

東京メトロお客様センター https://www.tokyometro.jp/support/index.html 

＜Clock over ORQUESTA に関するお問い合わせ＞ 

viviON enter https://enter.vivion.jp/#contact 

以 上 

https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/clockoverorquesta-ekinakaline_fairgoods/cd/2468/
https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/clockoverorquesta-ekinakaline_fairgoods/cd/2468/
https://www.tokyometro.jp/support/index.html
https://enter.vivion.jp/#contact
https://enter.vivion.jp/#contact


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『Clock over ORQUESTA』(公式略称 #クロケスタ)は、SNS、ボイスドラマ、楽曲を連動して展開する

SNS 連動型キャラクターソングプロジェクトです。12 人の主人公たちがそれぞれの運命と願いをかけてバトル

ロイヤルを繰り広げる本作。謎のビスクドールに導かれて訪れた夢の世界《Never↓and》で、主人公たちはそ

れぞれ少年の姿に変えられ、現実で強く願った望みを叶えるために戦うことを義務付けられています。物語上に

は青年時代と少年時代の主人公が登場し、男性声優陣が青年時代を、女性声優陣が少年時代をそれぞれ演じて

います。 

 

▼「Clock over ORQUESTA」公式サイト (https://clockoverorquesta.com/) 

▼「Clock over ORQUESTA」公式 Twitter (https://twitter.com/ClQST_info ) 

 

出演：山下大輝、田村睦心、森川智之、皆川純子、服部想之介、白石涼子、置鮎龍太郎、三瓶由布子、野田てつろ

う、伊瀬茉莉也、村瀬歩、金田朋子、日野聡、井上麻里奈、堀内賢雄、朴璐美、立花慎之介、佐藤利奈、鳥海浩輔、

竹内順子、山路和弘、久川綾、緑川光、緒方恵美、ほか(担当キャラクター順・敬称略) 

メインテーマ：「CLOQUESTA」 vocal・奥井雅美 作詞・大河ゆの 作曲編曲：大山曜(ZIZZ STUDIO) 

原作：大河ゆの／シナリオ：大河ゆの、あいざわあつこ(トライファクション)／企画・製作：viviON 

 

▼「Clock over ORQUESTA」に関するお問い合わせ  

viviON enter お問い合わせ窓口 https://enter.vivion.jp/#contact 

 © 2020 viviON enter / viviON, inc. 

 

【参考】SNS連動型キャラクターソングプロジェクト『Clock over ORQUESTA』とは 

お客様に安心してご利用いただくため、東京メトロでは、新型コロナウイルス感染予防に向けた以下の取組

みを実施しております。 

■東京メトロの詳しい取組みはこちら⇓ 

  https://www.tokyometro.jp/info/207966.html?width=816&height=650 

  

ご利用のお客様におかれましては、新型コロナウイルス感染防止のため、車内や駅構内では不織布マス

ク等の着用を推奨いたします。また、会話は控えめにしていただきますようご協力をお願いいたします。 

【参考】新型コロナウイルス感染予防の取組み 

株式会社 GATARIは新しいエンターテインメントを切り口に、デジタルとリアルの融け合う未来のインフ

ラづくりを目指す Mixed Reality スタートアップです。「人とインターネットの融け合う世界を創る」とい

うビジョンを掲げ、東京大学を拠点とした日本最大の VR学生団体 UT-virtual(https://utvirtual.tech)創

設者である代表の竹下によって 2016年に設立されました。これまで、ゲームエンジンを活用しリアルとデ

ジタルを融合させることで生まれる様々な空間サービスの開拓や研究開発を行ってきました。現在、Mixed 

Reality エンジニアリングと音響の専門家が在籍するチームで、それぞれの専門領域を生かして既存フォー

マットの 100+1の体験ではない未来の音声体験を生み出し続けています。 

 

▼コーポレートサイト(https://gatari.co.jp/) 

▼Auris に関するお問い合わせ 

メール：contact@gatari.co.jp 

問い合わせフォーム：https://share.hsforms.com/1M_lQE8HORJiJ2QOkkhSGjAbwv75 

【参考】株式会社 GATARIについて 

https://clockoverorquesta.com/
https://twitter.com/ClQST_info
https://enter.vivion.jp/#contact
https://www.tokyometro.jp/info/207966.html?width=816&height=650
https://gatari.co.jp/
mailto:contact@gatari.co.jp
https://share.hsforms.com/1M_lQE8HORJiJ2QOkkhSGjAbwv75

