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ナクソス・ジャパン株式会社、 

「クラシック付き年賀状」、 

デジタル配信アルバム「12星座のラッキークラシック！」、 

Twitterキャンペーンの連動プロモーションを開始 

 

ナクソス・ジャパン株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：佐々木隆一）は、

今冬、株式会社 MDパートナーズとの提携により、クラシック曲のダウンロードクーポン付

き年賀状サービス「クラシック付き年賀状」（平成 25年用）への企画及び楽曲提供を開始

いたしました。また、同サービスでの楽曲ラインナップを全網羅したデジタル配信専用ア

ルバム「12星座のラッキークラシック! ［2013年版*星座別オススメクラシック by クラ

シック付き年賀状］」を配信開始した他、同サービスを紹介するキャンペーンを Twitter

上で行い、各方面での連動プロモーションを展開しています。 

 

「クラシック付き年賀状」は、リプレックス株式会社が運営する総合ウェブ年賀状サービ

ス「ウェブポ」を通じて利用できる、クラシック曲のダウンロードクーポン付き年賀状で

す。年賀状は購入から投函手続きまで全てウェブ上で行われ、家族や身近な友人はもちろ

ん、宛先を知らないTwitterやFacebookの知人にも、おなじみの”お年玉付き年賀ハガキ”

を使って、クラシック曲をギフトすることができます。受け取った方は、年賀状の住所面

に記載されたクーポンコードをホームページ上で入力し、好きなクラシック曲を 1曲ダウ

ンロードできます。曲は全部で 36曲ありますが、おすすめ曲を 12星座別に紹介している

ので、クラシックに詳しくない方でも迷わずに選んでいただくことが可能です。 

 

このサービスに伴い、弊社では、「クラシック年賀状」提供曲の 36曲全てを収録したデジ

タル配信専用アルバム「12星座のラッキークラシック! ［2013年版*星座別オススメクラ

シック by クラシック付き年賀状］」を iTunes Storeにて配信開始いたしました。ダウン

ロードした曲以外のクラシックにも興味を持った年賀状の受け取り手の方、自分も曲を聴

いてみたいという年賀状の送り手の方、美しいクラシックをたくさん聴いていつもと違う

お正月を過ごしたいという方向けのアルバムです。自分の星座のおすすめ曲を選び、トラ

ック単位で購入することも可能です。 

 

また現在、弊社ではこのサービスの訴求キャンペーンとして、「2013 年お年玉キャンペー

ン～セリフで大喜利 ベトベンにツッコんで！」を展開しております。2012年 10月より弊

社ウェブサイトにて連載を開始しております、ベートーヴェンを主人公とした 4コマ漫画

「運命と呼ばないで」の 1 シーンの吹き出しにあてはまる面白いセリフを考え、Twitter

で投稿してくださった方の中から 5名様に、同漫画のイラスト付き「クラシック付き年賀

状」をお届けいたします。募集はすでに開始しており、実施期間は 2012年 12月 16日（日）

までを予定しております。 

 

  

http://nenga-classic.com/
https://itunes.apple.com/jp/album/id580485128
https://itunes.apple.com/jp/album/id580485128
http://naxos.jp/special/2013nenga
http://naxos.jp/special/2013nenga
http://naxos.jp/special/no_unmei


【「クラシック付き年賀状」サービス情報】 

クラシック付き年賀状 

http://nenga-classic.com/ 

価格：188円（税込）/1枚 

（提供楽曲はアルバムと同じです） 

 

※「クラシック付き年賀状」とは… 

 

http://nenga-classic.com/


【アルバム情報】 

12星座のラッキークラシック!  

［2013年版*星座別オススメクラシック by クラシック付き年賀状］ 

https://itunes.apple.com/jp/album/id580485128 

 

 

1  リスト: パガニーニによる大練習曲第 3番 ｢ラ・カンパネラ｣ ～おひつじ座 

2  ブラームス: 交響曲第 1番 - 第 1楽章［ハイライト］ ～おひつじ座 

3  ベートーヴェン: ピアノ・ソナタ第 23番｢熱情｣ - 第 3楽章 ～おひつじ座 

4  シベリウス: 交響詩｢フィンランディア｣ ～おうし座 

5  エルガー: 愛の挨拶(ピアノ)  ～おうし座 

6  ブルックナー: 交響曲第 4番 変ホ長調 ｢ロマンティック｣ - 第 1楽章［ハイライト］ 

 ～おうし座 

7  スッペ: 喜歌劇｢軽騎兵｣ - 序曲 ～ふたご座 

8  モーツァルト: 歌劇｢魔笛｣ - パ、パ、パ･･･(二重唱)  ～ふたご座 

9  R.シュトラウス: 交響詩｢ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら｣Op.28［ハイライト］  

～ふたご座 

10 チャイコフスキー: バレエ音楽｢白鳥の湖｣ - 情景(第 2幕)  ～かに座 

11 シューベルト: ｢冬の旅｣ - 菩提樹 D.911-5 ～かに座 

12 マーラー: 交響曲第 5番 - 第 4楽章［ハイライト］ ～かに座 

13 ドヴォルザーク: 交響曲第 9番｢新世界より｣ - 第 4楽章［ハイライト］ ～しし座 

14 ヴェルディ: 歌劇｢アイーダ｣ - 凱旋の合唱＆凱旋行進曲 ～しし座 

15 エルガー: 行進曲｢威風堂々｣第 1番 ～しし座 

16 ハイドン: 弦楽四重奏曲第 77番｢皇帝｣ - 第 2楽章｢神よ、皇帝フランツを守りたまえ｣ 

 ～おとめ座 

17 バダジェフスカ: 乙女の祈り ～おとめ座 

18 プロコフィエフ: バレエ音楽｢シンデレラ｣組曲第 1番 - シンデレラのワルツ ～おとめ座 

19 ラフマニノフ: パガニーニの主題による狂詩曲 - 第 18変奏 ～てんびん座 

20 ショパン: 練習曲 ホ長調 Op.10-3 ｢別れの曲｣ ～てんびん座 

21 メンデルスゾーン: 歌の翼に ～てんびん座 

22 ワーグナー: 歌劇｢ローエングリン｣ - エルザの大聖堂への行列 ～さそり座 

23 ベルリオーズ: 幻想交響曲 Op.14 - 夢想と情熱［ハイライト］ ～さそり座 

https://itunes.apple.com/jp/album/id580485128


24 ベートーヴェン: 交響曲第 9番｢合唱｣ - 第 4楽章［ハイライト］ ～さそり座 

25 ホルスト: 組曲｢惑星｣ - 木星(快楽の神)  ～いて座 

26 R.シュトラウス: 交響詩｢英雄の生涯｣ - 英雄 ～いて座 

27 J.シュトラウス 2世: ワルツ｢楽しめ人生を｣ ～いて座 

28 ドビュッシー: 牧神の午後への前奏曲［ハイライト］ ～やぎ座 

29 ヴォーン＝ウィリアムズ: 揚げひばり［ハイライト］ ～やぎ座 

30 マクダウェル: ニュー・イングランドの牧歌 - 古い庭園＆真夏 ～やぎ座 

31 サティ: 梨の形をした 3つの小品 - I, II ～みずがめ座 

32 ドビュッシー: 映像 第 2集 - そして月は荒れ寺に落ちる ～みずがめ座 

33 ムソルグスキー: 組曲｢展覧会の絵｣ - 卵の殻をつけたひなどりの踊り(ラヴェル編) 

  ～みずがめ座 

34 シューマン: 子供の情景 - トロイメライ ～うお座 

35 ドビュッシー: 夢想 ～うお座 

36 プッチーニ: 歌劇｢つばめ｣ - ドレッタのすばらしい夢 ～うお座 

 

●発売：2012年 12月 5日   

●価格：アルバム 900円／トラック 150円／着信音 250円（税込)（iTunes Store） 

●配信サイト：iTunes Store 

●発売元： ナクソス･ジャパン株式会社  

http://naxos.jp（公式サイト） 

http://twitter.com/naxosjapan （Twitter）／ http://www.facebook.com/NaxosJapan（Facebook） 

 

【キャンペーン情報】 

「2013年お年玉キャンペーン～セリフで大喜利 ベトベンにツッコんで！」 

http://naxos.jp/special/2013nenga 

  

 

 

【本件に関するお問い合わせ】 

ナクソス・ジャパン株式会社  デジタル事業部 

03‐5486‐5101（代表）／ info@naxos.jp （E メール） 

  

https://itunes.apple.com/jp/album/id580485128
http://naxos.jp/
http://twitter.com/naxosjapan
http://www.facebook.com/NaxosJapan
http://naxos.jp/special/2013nenga
http://naxos.jp/special/no_unmei


 

ナクソス・ジャパン株式会社 

 

 

■会社概要 

世界的音楽レーベル「ナクソス（NAXOS）」の音源を管理する Naxos Global Distribution, Inc.（代表：

Klaus Heymann、本社：香港）の日本国内での本格的な事業化に伴い、2005年 7月、音楽配信サービスを

主体とした「ナクソス・デジタル・ジャパン」を設立。2007 年、社名を「ナクソス・ジャパン」に変更

し、音楽ソフト事業を含めた総合音楽企業として新たなスタートを切る。 

 

  商号：  ナクソス・ジャパン株式会社 

  設立：  2005年 7月 7日 

  資本金：  20,000,000円 

  役員：  取締役会長 Klaus Heinz Heyman 

  代表取締役社長 佐々木隆一 

  取締役副社長 佐々木順子 

  取締役副社長 白柳龍一 

  取締役 Takako Nishizaki Heymann 

  取締役 Astrid Angvik 

  所在地：  東京都世田谷区三軒茶屋 2-2-16 YKビル 8F 

  電話：  03-5486-5101  

ファックス： 03-5486-5104 

  事業内容：   CD/DVDのディストリビューション、オンライン音楽図書館、 

音楽配信事業、ライセンス事業など 

   ホームページ： http://naxos.jp 

 

■ナクソス（NAXOS）レーベル 概要 

クラシック、ジャズなどの膨大な音楽コンテンツを保有するレーベル。自らも熱烈なクラシック音楽愛好

家であったクラウス・ハイマン(香港在住のドイツ人実業家)によって 1987 年、「価値合理性」と「消費

者本位」を理念にスタート。既存メジャー・レーベルのスター主義では実現できない知られざる名曲の体

系的な商品化（＝カタログ主義）が大きな反響を呼び、世界中に熱烈な支持者を生み、グラミー賞でも数々

の受賞歴を持つ。本年（2012年）、創立 25周年を迎える。 

 

http://naxos.jp/

