
4K とハイレゾで「感じる」、マイケル・ジャクソンの世界。 東京・銀座 ソニービルにて、 

NEW ALBUM 『XSCAPE（エスケイプ）』発売記念 SPECIAL EXHIBITION開催決定！ 

 2010 年 12 月の『MICHAEL』以来約 3 年半振りとなる、全曲未発表のニュー・アルバム『XSCAPE』のリリースを記念して、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。４K 映像（3840 画素×2160 画素）とハイレゾ音源（96kHz/24bit）

で収録された特別映像『XSCAPE』メイキング・ドキュメンタリーが 200 インチの大型スクリーンとスペシャルな音響システムで先行上映さ

れるほか、アルバム『スリラー』、『BAD』、『XSCAPE』収録全曲をハイレゾ音源で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。１F エントランスホールではマイケルの様々な表情を捉えた写真パネルの展示のほか、5 月 24 日（土）、25 日

（日）、31 日（土）、6 月 1 日（日）には、マダム・タッソー東京／マイケル・ジャクソン等身大フィギュアも展示致します。また、ビル

の壁面には、5 月 14 日（水）～6 月 1 日（日）の開催期間中、縦 21.6m X 横 5.4m の巨大懸垂幕が掲出されます。 

 

 

 

 

プレスリリース                                            2014年5月13日（火） 

 報道関係各位                                      株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ 

 

東京・銀座 ソニービルにおいて、ソニー企業株式会社（ソニービル）と、株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ（本社：東

京都千代田区、代表取締役 村松俊亮 以下 SML）は、2014 年 5 月 21 日（水）に発売されるマイケル・ジャクソン

全曲未発表のニュー・アルバム 『XSCAPE』 のリリース記念イベントを、５月 14日（水）～６月 1日（日）の 19日

間開催いたします。 
  
８F「コミュニケーションゾーン OPUS（オーパス）」では、ニュー・アルバム『XSCAPE』デラ

ックス・エディションから、アルバムのエグゼクティヴ・プロデューサーらの証言をもとに、『XSCAPE』

完成までに道のりに迫った貴重なメイキング・ドキュメンタリーを、４K映像（3840画素×

2160画素）とハイレゾ音源（96kHz/24bit）で、200 インチの大型スクリーンとスペシャルな音

響システムにて先行上映致します。 
 
４F「ソニーショールーム」では、アルバム『スリラー』と『BAD』をハイレゾ音源でお楽しみ頂け

るほか、6月 1日に配信が決定したニュー・アルバム『XSCAPE』収録全曲のハイレゾ音源

を先行してご試聴頂けます。更に、ソニーの定額制音楽配信サービス Music Unlimited の

コーナーでは、『XSCAPE』からマイケルの豊富な過去作品までを一挙にお楽しみ頂けます。 
 

１F エントランスホールでは、新旧マイケルの様々な表情を捉えた写真パネルの展示に加

え、 5月 24日（土）、25日（日）、31日（土）、6月 1日（日）には、マダム・タッソー東         ＜イメージ＞ 

京／マイケル・ジャクソン等身大フィギュアも展示致します。                                        
 

また、１F 「パブ・カーディナル」では、特別メニューや楽曲をイメージしたカクテルをご用意し、マイケルの過去に発売されたシングル盤ジ

ャケット写真や曲に囲まれながら飲食をお楽しみ頂けます。 
 
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、1987 年 9 月 15 日に実際に訪れた東京・

銀座 ソニービル。今回、全曲未発表のニュー・アルバム『XSCAPE』の発売を記念して、銀座 ソニービルに再びマイケルが登

場します。ぜひこの機会に、4K とハイレゾで「感じる」マイケル・ジャクソンの世界をご堪能ください。 
 

■マイケル・ジャクソン NEW ALBUM 『XSCAPE（エスケイプ）』発売記念 SPECIAL EXHIBITION 開催概要 

・開催期間 ： 2014 年 5 月 14 日（水）～6 月 1 日（日）  ※8F OPUS のみ 5 月 22 日（木）～5 月 25 日（日）除く 

・開催時間 ： 11：00 ～ 19：00  （店舗により異なります） 

・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/access/） 

・共催    ： ソニー企業株式会社（ソニービル）、株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ、 

・協力    ： ソニー株式会社、ソニーマーケティング株式会社 

詳しくはこちら http://www.sonybuilding.jp/event/MJ/ 

マイケル・ジャクソン オフィシャルサイト： http://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 

http://www.sonybuilding.jp/access/
http://www.sonybuilding.jp/event/MJ/
http://www.sonymusic.co.jp/MJ


【イベント概要】  ※イベント期間や内容は予告なく変更となる場合がございます 
 

① 8F コミュニケーションゾーン OPUS（オーパス） 

ニュー・アルバム『XSCAPE
エ ス ケ イ プ

』デラックス・エディションのみに収録されている、アルバムのエグゼク

ティヴ・プロデューサーを務めた L.A.リードや、ティンバランド、ロドニー・ジャーキンス、スタ

ーゲイトらの証言をもとに、アルバム『XSCAPE』完成までの道のりに迫ったメイキング・ド

キュメンタリー映像を、発売に先駆け 4K (3840 画素×2160 画素)画質とハイレゾ音源で、

200 インチの大型スクリーンにて先行上映。また名曲『スリラー』と『BAD』、『XSCAPE』から新

曲 2 曲をハイレゾ音源でお楽しみいただけます。                                   SS-AR1 

今回の音源は、原音に迫る音質を再現できるハイレゾリューション音源 96kHz/24bit・非圧縮

の特別仕様となっており、会場の音響はソニーにおけるスピーカーの最上位機種であるリファレンスモ

デル“AR シリーズ”「SS-AR1」と、マルチチャンネルインテグレートアンプ「TA-DA5800ES」を使用い

たします。マイケル・ジャクソンの洗練された歌声と重厚感のあるビートなど、目を閉じるとマイケル・ジャ

クソンが目の前で歌っている様子が目に浮かぶような、心に響く音楽を体感いただけます。 
 
 

期間：5 月 14 日（水）～5 月 21 日（水）、5 月 26 日（月）～6 月 1 日（日） 

時間：11：00～19：00 

＜上映内容＞ ※上映時間約 45 分 

・『スリラー』、『BAD』（ハイレゾ音源:楽曲のみ） 

    ・ニュー・アルバム『XSCAPE』（デラックス・エディション）のメイキング・ 

ドキュメンタリー（４K 映像/ハイレゾ音源） 

 ・ニュー・アルバム『XSCAPE』から新曲「ラヴ・ネヴァー・フェルト・ソー・グッド」 

と「スレイヴ・トゥ・ザ・リズム」（ハイレゾ音源：楽曲のみ） 

※上映内容など、予告なく変更になる場合がございます。 
 

② 4F  ソニーショールーム 

ハイレゾコーナーでは、最新のウォークマン®及びハイレゾ機器でアルバム『スリラー』と『BAD』に収録されている楽曲を全曲ハイレゾ音源で 

お楽しみ頂けます。また、5 月 21 日発売のニュー・アルバム『XSCAPE
エ ス ケ イ プ

』を全曲、6 月 1 日の mora（http://mora.jp/）でのハイレ 

ゾ音源配信開始に先行してお楽しみ頂くことができます。更に、ソニーの定額制音楽配信サービス Music Unlimited のコーナーでは、 

『XSCAPE』からマイケルの豊富な過去作品までを一挙にお楽しみ頂ける他、6 月 1 日までの期間中にご来場頂き、Music Unlimited 

をご体感頂いたお客様には限定で、60 日無料で Music Unlimited サービスをお試しいただけるプロダクトコードをプレゼントいたします。 

期間：5 月 14 日（水）～6 月 1 日（日）  

時間：11：00～19：00  
 

③ 1F エントランスホール  

ハイレゾオーディオで展開中の作品リリース時期を中心とした、マイケルの様々な表情を捉えた写真パネルの展示のほか、5 月 24 日 

（土）、25 日（日）、31 日（土）、6 月 1 日（日）には、マダム・タッソー東京／マイケル・ジャクソン等身大フィギュアも展示。 

期間：5 月 14 日（水）～6 月 1 日（日）  

時間：11：00～19：00  
 

④ 1F 「パブ・カーディナル」 

マイケル・ジャクソン NEW ALBUM『XSCAPE
エ ス ケ イ プ

』発売記念 SPECIAL EXHIBITION at PUB CARDINAL 

特別メニューや楽曲をイメージしたカクテルをご用意。マイケル・ジャクソンの数々のシングル盤ジャケ

ット写真や曲に囲まれながら飲食をお楽しみいただけます。 
  

・ブーツ ポップコーン カレーと塩味の 2 フレーバー 

・『スリラー』をイメージしたカクテル“怪奇な夜”  

・『BAD』をイメージしたカクテル“カッコイイ奴”  ほか 
 

期間：5 月 13 日（火）～6 月 1 日（日） 

時間：14：30～22：00 

 

 

 TA-DA5800ES 

メイキング・ドキュメンタリー 映像イメージ 

左：エグセクティヴ・プロデューサーの 

LA リード 

右：リード・プロデューサーのティンバランド 

http://mora.jp/


 
これ程の愛情と情熱を持って、見事に時代の最

先端を行く、品格と躍動感に満ちた作品を創り

上げて貰えるのならば、私は残っているマイケル

の作品にもどんどん命を与えて、今に蘇らせて欲

しいと願います。それはまさに、「未体験の、さら

なる頂点」なのです。    ―――湯川れい子 

 

正直に言おう。超・傑作だ。’80年代初頭から亡

くなる直前までマイケルがレコーディングしてきた

「歌」や「歌詞とメロディ」、「ハーモニー」の素晴ら

しさはそのままに、ビートとリズムはまさに「コンテ

ンポライズ（現代的）」に構築されている。本作

で、マイケル・ジャクソンという人類史に残る歌

手・ソングライターの真の魅力がまたひとつ炸裂

し、世界中が驚愕することだろう。 

―――西寺郷太 

デラックス・エディションのみ、 

世界未発表の新曲8曲＆オリジナルVer.8曲収録！ 

               ＋ 

「ラヴ・ネヴァー・フェルト・ソー・グッド」 

   featuring ジャスティン・ティンバーレイク 収録 
 
 
01. Love Never Felt So Good｜ 

ラヴ・ネヴァー・フェルト・ソー・グッド 

02. Chicago｜シカゴ 
03. Loving You｜ラヴィング・ユー 
04. A Place With No Name｜ 

ア・プレイス・ウィズ・ノー・ネーム 
05. Slave To The Rhythm｜ 

スレイヴ・トゥ・ザ・リズム 

06. Do You Know Where Your Children Are｜ 
ドゥ・ユー・ノウ・ホェア・ユア・チルドレン・アー 

07. Blue Gangsta｜ブルー・ギャングスタ 

08. Xscape｜エスケイプ 
 

＜以下デラックス・エディションのみの収録＞ 

09.Love Never Felt So Good｜ 
ラヴ・ネヴァー・フェルト・ソー・グッド（オリジナル Ver.） 

10.Chicago｜シカゴ（オリジナル Ver.） 

11.Loving You｜ラヴィング・ユー（オリジナル Ver.） 
12.A Place With No Name｜ 

ア・プレイス・ウィズ・ノー・ネーム（オリジナル Ver.） 

13.Slave To The Rhythm｜ 
スレイヴ・トゥ・ザ・リズム（オリジナル Ver.） 

14.Do You Know Where Your Children Are｜ 

ドゥ・ユー・ノウ・ホェア・ユア・チルドレン・アー 
（オリジナル Ver.） 

15.Blue Gangsta｜ブルー・ギャングスタ 

（オリジナル Ver.） 
16.Xscape｜エスケイプ（オリジナル Ver.） 
17. Love Never Felt So Good｜ 

ラヴ・ネヴァー・フェルト・ソー・グッド 
featuring.ジャスティン・ティンバーレイク 

 

DISC2: DVD（26min.日本語字幕付） 

『XSCAPE』メイキング・ドキュメンタリー 
 

⑤ 6F 「MoMA DESIGN STORE, GINZA」 

アメリカのアーティストであるジェフ・クーンズ（Jeff Koons） のバナリティ ティーカップ＆ソーサー 

（マイケル・ジャクソンモチーフを含む 6 客セット）を販売。 

http://www.momastore.jp/search/item919-105033-KT.html 

期間中、店内では、マイケル・ジャクソンの映像や音楽が流れます。 

期間：5 月 14 日（水）～5 月 31 日（土）（予定） 

時間：11：00～19：00 

 

★★★マイケル・ジャクソン、再び世界を驚かせる全曲未発表の “ニュー・アルバム“ 『XSCAPE（エスケイプ）』★★★ 

 

『XSCAPE』は、米エピック・レコードがマイケル・ジャクソン・エステートの協力のもと、キン

グ・オブ・ポップ＝マイケル・ジャクソンの”新しい”音源を集めたフル・アルバム。“完全な形”

で遺されたマイケルのヴォーカル素材には一切手を加えることなく、ティンバランドやスター

ゲイト、ロドニー・ジャーキンスといった屈指のプロデューサー陣が「コンテンポライズ（現代

化）」した８曲の新しいトラックで構成されており、全曲が世界未発表の“新曲”。また、

究極のファンのために用意されるデラックス・エディションには、8 曲の“新曲”の原型であ

る、マイケルのオリジナル・ヴァージョン 8 曲も追加収録され、更に「Love Never Felt 

So Good」featuring ジャスティン・ティンバーレイク も特別収録！ 

 

デラックス・エディションの DISC2（DVD）は、『XSCAPE』メイキング・ドキュメンタリー。

アルバムのエグゼクティヴ・プロデューサーを務めた L.A.リードやティンバランド、ロドニー・ジ

ャーキンス、スターゲイトらの証言をもとに、アルバム『XSCAPE』完成までの道のりに迫り

ます。各プロデューサーによる、「コンテンポライズ Ver.」と「オリジナル Ver.」の比較も見どこ

ろ。（日本語字幕付） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ＜写真はデラックス・エディションのものです＞ 

 

2枚組デラックス・エディション EICP1604-5 \3,200＋税｜通常盤 EICP1606 \2,400+税 

英文ライナーノーツ／英文各曲解説訳付｜歌詞・対訳付｜解説：湯川れい子／西寺郷太 
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