
マイケル・ジャクソンが銀座 ソニービルで甦る！BAD25周年記念 SPECIAL EXHIBITION開催決定！！ 
BAD25 周年を記念して、1987 年 9 月にソニービルを訪れたマイケルが再び銀座に登場。「BAD ワールド・ツアー」 LIVE 映像やア
ルバム 『BAD』 収録曲のミュージック・ビデオ、更には『BAD25 周年記念盤』収録の完全未発表曲や新録音源、貴重なレア音源
が堪能できるマイケル・ワールドを、銀座 ソニービル館内で展開致します。また、ビルの壁面には、日本全国のファンが参加して作成し
たフォト・モザイクアートが、9 月 12 日～9 月 30 日の開催期間中、縦 21.6m X 横 5.4m の巨大懸垂幕となって掲出されます。 

 

 

 

 

プレスリリース                                            2012年9月4日（火） 

 報道関係各位                           株式会社ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル 

  
株式会社ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル（本社：東京都港区、代表取締役 石橋正 以下 SMJI）は、ソニ
ー企業株式会社（ソニービル）と共同で、東京・銀座 ソニービルにおいて、2012 年 9 月 19 日（水）の マイケル・ジャク
ソン 『BAD25 周年記念デラックス・エディション』 リリースを記念したイベントを、9 月 12 日（水）～9 月 30 日（日）の
19 日間開催いたします。 

  
 ソニービル壁面には日本全国のマイケル・ジャクソンファンが参加した、マイケル
の巨大モザイクアート幕を掲出いたします。『BAD25周年記念盤』の発売を祝
し 「25,000人の写真とメッセージで、マイケルの BAD25周年を祝いませんか 
？」を合言葉に、特設サイト http://bad25.pitcom.jp/  にて投稿募集を
行い、集まった写真で構成されたマイケルの大規模なフォト・モザイクアートです。
モザイクアートに使用された個々の投稿写真とコメントは、1階エントランスホール
でご覧いただけます。 
 
 
9月19日（水）に発売される、マイケル・ジャクソン 『BAD25周年記念デラックス・エディション』 収録映像や、アルバム
『BAD』からのミュージック・ビデオは、館内のソニーショールームでお楽しみいただけます。さらに、1階エントランスホールには、 
マイケル・ジャクソン BAD25ショップが期間限定で登場します。 
 
初のソロ・ツアーとなった「BAD ワールド・ツアー」のために来日していたマイケルが、25 年前の 9 月 15 日に訪れたソニービル。
今回、25 年の時を経て、銀座ソニービルに再びマイケルが登場します。ぜひ 「BAD25 周年記念」 のこの機会に、マイケル・
ジャクソンの世界をお楽しみください。 

 
■マイケル・ジャクソン BAD25周年記念  SPECIAL EXHIBITION 開催概要 
・開催期間 ： 2012 年 9 月 12 日（水）～9 月 30 日（日）    
・開催時間 ： 11：00 ～ 19：00 
・開催場所 ： 東京・銀座 ソニービル （東京都中央区銀座 5-3-1  http://www.sonybuilding.jp/） 
・共催    ： ソニー企業株式会社（ソニービル）、株式会社ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル、 
・協力    ： ソニーマーケティング株式会社、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント 

株式会社ソニー・ピクチャーズ エンタテイメント 
 
オフィシャルサイト（BAD25 スペシャル・サイト）： www.sonymusic.co.jp/MJ 

  
 

 ＜お客様からのお問い合わせ先＞ 

ソニービル TEL：03-3573-2371（代表）受付時間：11：00～19：00 〒104-0061 東京都中央区銀座 5-3-１ 
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【巨大モザイクアート幕】 

① １階  ソニースクエア（屋外イベントスペース壁面） 
日本全国のファンが参加した、縦21.6m X 横5.4mのマイケル・ジャクソン巨大モザイク
アート幕が出現します。モザイクアートに掲出された個々の参加者のコメントや写真は、 
1階エントランスホールでお楽しみいただけます。  
期間：9 月 12 日（水）～9 月 30 日（日）11：00 ～ 19：00 
 

② 1階  エントランスホール  

モザイクアート閲覧コーナー 

ソニービル壁面に掲出された、「BAD25 周年記念」モザイクアートを構成する全ての投稿 
画像や、マイケルへのコメントを、PlayStation®3 と PlayView を使ってご覧頂けます。 
PlayStation®ならではのブラウジングビューワー PlayView を使って、投稿画像、マイケル 
へのコメント、音楽、映像などを様々なメディアで一度にお楽しみいただけます。   
期間：9 月 12 日（水）～9 月 30 日（日）11：00 ～ 19：00 
 

マイケル・ジャクソン BAD25 ショップ オープン！ 

BAD25 周年記念盤デラックス・エディションを含め、BAD25 周年関連商品を期間限定で販売します。  
期間：9 月 19 日（水）、22 日（土）、23 日（日）、29 日（土）、30 日（日） 11：00 ～ 19：00  

“Sony Tablet”体験コーナー 

 “Sony Tablet（ソニータブレット）” S シリーズを使用して、マイケル・ジャクソンの WEB サイトや、マイケル・ジャクソンの 
イベントガイドを、ソニービル公式アプリでご覧いただけます。  
期間：9 月 12 日（水）～9 月 30 日（日）11：00 ～ 19：00 
 
 
また、4 日間のみソニービル公式アプリの体験イベントを開催いたします。アプリを体験し、アンケートにお答えいただいた方には、
ロゴ入りノベルティをプレゼントいたします。   
体験会開催日：9 月 22 日（土）、23 日（日）、29 日（土）、30 日（日） 11：00 ～ 19：00  

③ 2階  ソニーショールーム  2B/2C フロア 展示  
壁面モニターでは、マイケル・ジャクソン『BAD25 周年記念盤』収録映像や、アルバム『BAD』 
からのミュージック・ビデオをお楽しみ頂けます。なお、BAD25 周年記念盤収録音源をウォーク 
マンでご視聴頂けます。 
（※デラックス・エディション収録の全ての新規映像、音源の視聴は、 

9 月 19 日（水）以降となります。）  
期間：9 月 12 日（水）～9 月 30 日（日）11：00 ～ 19：00 

④ 4階  ソニーショールーム  4A フロア 展示  
『マイケル・ジャクソン THIS IS IT』収録映像を、〈ブラビア〉とホームシアターシステムでお楽しみいただけます。  
期間：9 月 12 日（水）～9 月 30 日（日）11：00 ～ 19：00 
＊『マイケル・ジャクソン THIS IS IT』（発売・販売元：株式会社ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント） 



『BAD25周年記念デラックス・エディション』（4枚組：3CD＋1DVD）EICP1541-4 定価￥8,400                    

【充実の収録内容！】 
■DISC1 (CD) 『BAD』オリジナル・アルバム 【全 11 曲：2012 年最新デジタル・リマスター】 
■DISC2 (CD) 新録音源（ピットブル参加ほか）3 曲、完全未発表曲 5 曲を含むレア音源集 

【全 14 曲】 
■DISC3 (CD) ライヴ・アット・ウェンブリー【全 16 曲】 
■DISC4(DVD)ライヴ・アット・ウェンブリー  
日本公演映像 2曲も特典映像として収録！ 
【約 135 分】 (DOLBY DIGITAL 5.1ch/リニア PCM ステレオ) 

  
【究極のアーカイヴを究極の仕様で！】 
■豪華装丁 BOX  ■両面ポスター封入  ■メタリック・ホイル・ステッカー封入 
■36P オールカラー・ブックレット×2 冊（レコーディング時/ショート・フィルム撮影時/BAD ツアー時の秘蔵未発表写真満載の 72P！！） 
 
【日本盤のみの追加仕様】  
■英語歌詞字幕/日本語対訳字幕付（DVD） 
■濃厚 96P（！）日本語版ブックレット 

１．各界著名人による We❤MJ メッセージ 
２．英文ライナーノーツ訳 
３．『BAD』1987 年初版 LP ライナーノーツ：湯川れい子 
４．解説：湯川れい子(BAD25 周年特別寄稿)｜高橋芳朗(DISC1 曲解説)｜西寺郷太（DISC2 解説）｜ 

仲宗根梨乃 【ダンサー/コレオグラファー】（「ライヴ・アット・ウェンブリー」特別寄稿） 
５．特別寄稿：清水彰彦（『BAD』発売当時のエピック・ソニーディレクター） 
６．『BAD』 と 「BAD ツアー」 にまつわるトリビア 100 
７．歌詞・対訳 

 

『BAD25周年記念スタンダード・エディション』（２枚組：２CD） EICP1545-6 定価￥3,465          

DISC1 (CD) 『BAD』オリジナル・アルバム 【全 11 曲：2012 年最新デジタル・リマスター】 
DISC2 (CD) 新録音源（ピットブル参加ほか）3 曲、 

完全未発表曲 5 曲を含むレア音源集【全 14 曲】 
 

■メタリック・ホイル・スリーヴ仕様／メタリック・ホイル・ステッカー封入 
■24P カラー・ブックレット（レコーディング時/ショート・フィルム撮影時/BAD ツアー時の 

秘蔵未発表写真満載！！） 
 

『ライヴ・アット・ウェンブリー JULY16, 1988』（単体 DVD：１DVD） EIBP130 定価￥3,570         
■英語歌詞字幕/日本語対訳字幕付 
■16P カラー・ブックレット（「BAD ツアー」時の秘蔵未発表写真満載！！） 
■特典映像 
 「ザ・ウェイ・ユー・メイク・ミー・フィール」（1988 年 7 月 15 日、ウェンブリー公演より） 
 「キャント・ストップ・ラヴィング・ユー/BAD」（1987 年 9 月、横浜スタジアム公演より） 
■DOLBY 5.1ch サラウンド/リニア PCM ステレオ（16bit）音声 
 

上記全３タイトル 2012年 9月 19日同時発売            
以上 

 


