
2022 年 7 月 15 日 

報道関係各位 

GMO インターネットグループ 

 

人気 YouTuberけいちゃん・みやけんが生演奏！ 

入場無料のピアノコンサート 

「GMO LIVE from GMOインターネット TOWER」開催 

～東急田園都市線・用賀駅直結の GMOインターネット TOWER内会場にて 

7月 20日（水）・21日（木）開催の「用賀サマーステージ」と併催～ 

 

GMO インターネットグループ（代表：熊谷 正寿）は、2022 年 7 月 20 日（水）・21 日（木）の 2 日間、

用賀くすのき公園にて開催される「用賀サマーステージ」（主催：用賀商店街振興組合）に協賛するとともに、

同期間中、東急田園都市線・用賀駅直結の GMO インターネット TOWER（正式名称：世田谷ビジネススク

エア）地下 1 階タワーホールにて入場無料のピアノコンサート「GMO LIVE from GMO インターネット

TOWER」を開催いたします。コンサートの模様は、YouTube ライブにてライブ配信を予定しています。 

「GMO LIVE from GMO インターネット TOWER」は、人気 YouTuber に日替わりでピアノ演奏をしてい

ただくイベントです。初日である 7 月 20 日（水）にはけいちゃん、2 日目の 21 日（木）にはみやけんが登

場し、ピアノの生演奏を披露いただきます。また、本イベントの開催を記念し、各種キャンペーンの実施も

予定しています。 

▲イベント会場イメージ 



【イベント開催の背景】 

 GMO インターネットグループは、2021 年 11 月、東急田園都市線・用賀駅直結の高層複合施設「世田谷ビ

ジネススクエア」の信託受益権の 55％を取得し、施設副名称を「GMO インターネット TOWER」と設定い

たしました。2023 年初旬には、最上階の 26 階・27 階に、サイバーセキュリティセンター、最先端スタ

ジオ等を含む新拠点を開設する予定となっています。 

 この度、GMO インターネット TOWER が所在するアートの街・用賀のさらなる活性化や地域住民の方と

の交流を目的として、入場無料のピアノコンサート「GMO LIVE from GMO インターネット TOWER」を開

催することといたしました。 

 

【「GMO LIVE from GMOインターネット TOWER」について】 

■日時   ：2022 年 7 月 20 日（水）・21 日（木） 17:30～18:00、19:30～20:00 

■会場   ：GMO インターネット TOWER（正式名称：世田谷ビジネススクエア）地下 1 階タワーホール 

       URL：http://setagayabusinesssquare.com/access.html 

■ライブ配信：YouTube ライブ 

       URL：https://youtube.com/playlist?list=PLyqRj0t0zaQW8WornjqSCmY3SYUGKezMY 

■主催   ：GMO インターネットグループ 

■入場料  ：無料 

■出演者  ：7 月 20 日（水） けいちゃん／7 月 21 日（木） みやけん 

■演目   ：GMO インターネットグループ公式 Twitter アカウント（＠GMOGroup）において、当日演奏

される曲のリクエスト投票を実施します。 

投票期間：7 月 15 日（金）～19 日（火） 

 

■本イベントに関するお問い合わせ先 

 「GMO LIVE from GMO インターネット TOWER」運営事務局 

 E-mail: GMOLIVE2022@gmo.jp 

 

【けいちゃんコメント】 

用賀の夏を僕のピアノ演奏で盛り上げられるよう頑張ります。 

一緒に音楽を楽しみましょう！よろしくお願いします！ 

 

■プロフィール 

親近感のある人柄やジャンルを問わない演奏がストリートピアノで人気

を獲得し、現在も YouTube へ動画投稿を続けている。超絶技巧やマッシ

ュアップに定評のある演奏は多くの人を魅了。 

デビューアルバムでは演奏、作曲に留まらず作詞とボーカルにも挑戦し、

その卓越した才能が大きな反響を呼んだ。 

独創的な歌詞と豊富に重なり合うサウンドから作られる曲はピアニスト

の枠を超え人々の心の奥に浸透しアーティスト「けいちゃん」といったジ

ャンルを確立しつつある。 

YouTube チャンネル登録者数 106 万人（2022 年 7 月現在）、総再生回数
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2 億 7 千万回突破（同）の実績を誇る。 

 

【オフィシャルサイト】https://keichanpiano.com/ 

【YouTube】https://youtube.com/channel/UC_DopZ9OANqNGho0wFwADqA 

【Twitter】http://twitter.com/KNOS_Key 

【Instagram】https://instagram.com/keichan_piano?r=nametag 

 

【みやけんコメント】 

夏は 1 番好きな季節！ 

用賀にお住まいの皆様にとって素敵な夏の思い出の 1 ページになるよう一緒に楽しみましょう！ 

■プロフィール 

鹿児島市出身。愛知県立芸術大学音楽学部トロンボーン専攻として学部を首席で卒業し、現在プロのトロンボーン奏者と

してプロオーケストラに客演として出演しながら、ストリートピアノを巡る動画を YouTube にて公開している YouTuber。

原曲をリスペクトしつつ耳コピで即興演奏するスタイルは、本業であるオーケストラサウンドを生かしたゴージャスな

アレンジで好評を得ている。現在チャンネル登録者数は 19 万人を突破。全国各地のホールでのワンマンライブを展開し

ながら、ストリートピアノイベントにも出演。その他 NHK-FM、フジテレビ「芸能界特技王決定戦 TEPPEN」などにも

出演。 

Jacob Koller 氏主宰のレーベル JIMS Records から 2021.9.8 に自身初のデビューCD「俺のヒットパレード！Vol.1」をリ

リースし、2022.4.27 には続作「俺のヒットパレード！Vol.2」が発売。 

 

【YouTube】https://youtube.com/c/Miyaken 

【Twitter】https://twitter.com/MykNchannel 

【Instagram】https://instagram.com/miyaken_official 

 

【開催記念キャンペーン】 

■GMO LIVEフォロー＆RTキャンペーン 

イベント開催前の 2 日間（7 月 18 日（祝・月）～19 日（火））、GMO インターネットグループ公式 Twitter

アカウント（＠GMOGroup）をフォローし、対象ツイートをリツイートした人から抽選で 20 名様に Amazon

ギフト券 1,000 円分をプレゼントします。 
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■GMO LIVEアンケートキャンペーン 

 イベント期間中、来場いただき現地でアンケートに回答した人から抽選で 100 名様、YouTube ライブを視

聴いただきアンケートに回答した人から抽選で 80 名様に Amazon ギフト券 1,000 円分をプレゼントします。 

 

 

 

 

 

 

【GMOインターネット株式会社】（URL：https://www.gmo.jp/） 

会 社 名 GMO インターネット株式会社（東証プライム 証券コード：9449） 

所 在 地 東京都渋谷区桜丘町 26 番 1 号 セルリアンタワー 

代 表 者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿 

事 業 内 容 ■インターネットインフラ事業 ■インターネット広告・メディア事業 

■インターネット金融事業   ■暗号資産事業 

資 本 金 50 億円 

 

【報道関係お問い合わせ先】 

●GMO インターネット株式会社 

グループコミュニケーション部 広報担当 寺山 

E-mail：pr＠gmo.jp 
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【本イベントに関するお問い合わせ先】 

●GMO インターネット株式会社 

「GMO LIVE from GMO インターネット TOWER」 

運営事務局 

E-mail：GMOLIVE2022@gmo.jp 

 

https://www.gmo.jp/

