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NEWS RELEASE

ENTERNATION ✖ コラボレーター第２弾発表︕︕
ご好評につき第１弾コラボレーションマウスカバーの再販決定

株式会社ハイウェイプラネットとハイファイブ株式会社（代表者︓久島信耶／所在地︓東京都千代⽥
区）は、コロナ禍の中、エンタメ業界を応援するためのプロジェクト “ENTERNATION” を始動し、
ウィズコロナ時代への感染予防啓発アイテム第１弾としてコラボレーターとのコラボレーションマウ
スカバーを10⽉1⽇(⽊)より販売いたしました。

第１弾コラボレーションマウスカバーに引き続き、11⽉4⽇(⽔)7時より、ENTERNATIONオフィシャ
ルグッズサイトにてコラボレーターとのコラボレーションマウスカバー第２弾の販売をいたします。

今回も、プロジェクトにご賛同いただいた様々なジャンルの著名⼈の⽅々に、ENTERNATIONオリジ
ナルマウスカバーへデザインしていただきました。また、多くのお客様のご要望にお応えし、第１弾
コラボレーションマウスカバー（⼀部コラボレーターを除く）の再販をいたします。
こちらも11⽉4⽇(⽔)7時より、ENTERNATIONオフィシャルグッズサイトにて販売いたします。

ご購⼊いただいた商品売上の⼀部を、コラボレーターの今後の活動における感染予防対策資⾦として
活⽤していただきます。

ENTERNATIONはいち早く⽇常を取り戻し、様々なイベント、ライブ、コンサート再開の⼿助けとな
るよう今後も積極的に活動していきます。

エンタメ業界を応援するためのプロジェクト “ENTERNATION”

ー11⽉4⽇(⽔)7時より受注販売開始ー



■第２弾コラボレーター（五⼗⾳順）

【ave】

【GAKU-MC】

【Shinnosuke】

東京都出⾝。アコースティックギターを弾きながらラップする⽇
本ヒップホップ界のリビングレジェンド。1990年。”EASTEND”
を結成。1994年。”EASTEND X YURI”名義として『DA.YO.NE』
でヒップホップ初のミリオンセラーを記録。また紅⽩出演を果た
す。2011年。レーベルRap＋Entertainmentを⽴ち上げ、“ラップ
で世界をプラスの⽅向に︕”を合い⾔葉に活動。2012年。キャンド
ルと⾳楽で⼼を繋ぐ⾳楽イベント“アカリトライブ”を⽴ち上げ、⾳
楽による⽇本復興活動を続けている。⾳楽とフットボールという
世界⼆⼤共通⾔語を融合し、⼈と⼈を繋げていくことを⽬的とし
た団体【MIFA (Music Interact Football for All)】を⽴ち上げる。
2013年。桜井和寿（Mr.Children)とウカスカジー結成。2014年。
⽇本サッカー協会公認 ⽇本代表応援ソング制作。2018年ウカスカ
ジーとして「サッカー⽇本代表公式応援歌」も歌う。現在は年間
約60本のライブに出演する傍ら、レギュラーラジオ番組（J-
WAVE）、TV出演や作詞作曲など作品提供を⾏う。2020年 さら
なるチャレンジを掲げ旅と⾳楽、そして⼤好きなフットボールを
テーマに活動中。

GAKU-MC official web
GAKU-MC（gaku_mc）Twiiter
GAKU-MC（gaku_mc）Instagram
GAKU-MC（gakumc.raplus）Facebook

2003年にSony / SME Recordsより「SOULʻd OUT」としてメ
ジャーデビュー。Composer&Trackmasterとして楽曲の作曲編曲
を⼿掛け、1stアルバムは新⼈としては異例の50万枚を突破し、
2007年には⽇本武道館公演の単独ライブを実現。グループの活動
と平⾏して、他アーティストへの楽曲提供やテレビドラマ/アニメ
のBGM制作も⾏い、「Sʼcapade」名義として数々の⼥性シンガー
達を起⽤したソロプロジェクトを発表。2014年までの活動を経て
SOULʻd OUT解散。2017年には声優・森久保祥太郎とShinnosuke
の「buzz★Vibes」をスタート。現在も平⾏してアイドルや声優、
R&B やRock/Pops 等、まで幅広く多くのアーティストへ楽曲提供
を⾏う。

Shinnosuke（Shinnosuke_Syn）Twitter
Shinnosuke（shinscapade）Instagram
Shinnosuke（Shinnosuke.SO）Facebook

福島県福島市出⾝・在住のシンガーソングライター。
アコースティックギターを⽚⼿に、地元福島を拠点に全国各地で
ライブを展開。
３本のラジオ番組のパーソナリティー、楽曲提供など、精⼒的に
活動中。
代表作『福の歌〜頑張っぺver.〜』

ave（ave20xx）official Twitter
ave Facebook

http://www.gaku-mc.net/
https://twitter.com/gaku_mc
https://www.instagram.com/gaku_mc/
https://www.facebook.com/gakumc.raplus
https://twitter.com/Shinnosuke_Syn
https://www.instagram.com/shinscapade/
http://facebook.com/Shinnosuke.SO
https://twitter.com/ave20xx
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007253117098


【Japan Nite US tour】

【⽥澤孝介】

【⽥村直美】

⽇本のミュージカルマッドネス︕Japan Niteは、オースティンの
SXSW(サウスバイサウスウエスト)で毎年開催される⽇本のバンド
のショーケースで、1996年から現在まで100以上のバンドを世界
に紹介してきました。テキサス州オースティンで⾏われる
SXSW(サウスバイサウスウエスト)に続いて、ツアーはニューヨー
ク、シカゴ、ラスベガス、LA、SFを訪問します。

JAPAN NITE US TOUR（japannite）Instagram
JAPAN NITE US TOUR（JapanNite）Facebook

⽥澤 孝介（TAKAYUKI TAZAWA）
Birth : 11.23 / Blood Type : A / Birth Place : OSAKA
ソロ活動を軸に、Rayflower、ex.Waiveなど様々なバンド・ユ

ニットのVocalを務める、シンガーソングライター

⽥澤孝介 official web
⽥澤孝介（TAZAWA_STAFF）Twitter
⽥澤孝介BLOG
⽥澤孝介 official shop

バンド「PEARL」でデビュー。1994年から⽥村直美としてソロ活
動を展開、『カメリアダイヤモンド』CMで起⽤された『永遠の⼀
秒』のヒットに続きテレビアニメ『魔法騎⼠レイアース』のオープ
ニングテーマ曲『ゆずれない願い』でオリコン7週連続のチャート
ベスト10⼊りと120万枚を超えるミリオンセラーを達成、1995
年,2ndアルバム「N°」(オリコンアルバムチャート初登場1位) 
NHK紅⽩歌合戦に出場。2015年、25周年のライブをきっかけに、
キーボード⼟橋安騎夫、ベース⽯川俊介、ドラム⻑⾕川浩⼆、ギ
ター野村義男とSho-ta with Tenpack riverside rock'n roll band
を結成。2015年2⽉28⽇ファーストアルバム『Tenpack riverside 
rock'n roll band』、2016年8⽉17⽇セカンドアルバム「Tenpack
riverside rock'n roll band2」を発売。デビュー30周年をむかえソ
ロアルバム ”Śāntiḥ Śāntiḥ Śāntiḥ” を発売。2020年 新アミュー
ズメントゲーム 「ポケモンメザスタ」のテーマソングやNintendo 
Switch ⻯騎⼠07×樋上いたるのタッグで送る『幻想牢獄のカレイ
ドスコープOPテーマ『Iʼm the great Pretender』を歌唱
無数のLIVE活動や楽曲 提供,多岐に渡り活動。⾝体は楽器であると
考え楽器(⾝体)のメンテナンス、楽器(⾝体)の使い⽅を実践、デ
ビュー30周年を迎えてなお、誰もが、認めるヴォーカリストとし
て活躍中、ボイトレ、ヨガのクラスも各地で開催中
ヨガ全⽶ヨガアライアンス RYT200 取得 加瀬メゾッド公認講師

Naomi Tamura Official Website
Naomi Tamura Official Fan Club
Naomi Tamura（tamura_naomi）Twitter

https://www.instagram.com/japannite/
https://www.facebook.com/JapanNite
https://www.takayuki-tazawa.com/
https://twitter.com/TAZAWA_STAFF
https://ameblo.jp/takayuki-tazawa/
https://takayukitazawa-onlinestore.com/
http://www.tamuranaomi.com/
https://www.clockworker-tamuranaomi.com/
https://twitter.com/tamura_naomi


【Tomʼs Cabin Tokyo】

【２丁拳銃・⼩堀裕之 】

【福岡春⽇シーキャッツ】

福岡春⽇シーキャッツは、2018年に設⽴された福岡県春⽇市をホー
ムとする市⺠球団です。福岡県内、そして九州でのバレーボール普及
を⽬指し活動しています。たくさ んの応援よろしくお願いします。

福岡春⽇シーキャッツ official web
福岡春⽇シーキャッツ（seacats_jp）Twitter
福岡春⽇シーキャッツ（seacats.volley）Instagram

奈良県出⾝。NSC⼤阪校12期⽣。1993年、同期の川⾕修⼠とお
笑いコンビ「２丁拳銃」を結成。100分間ノンストップ漫才ライ
ブ「百式」を毎年開催している。2009年には第⼆回上⽅落語台本
⼤賞にて「ハンカチ」の演題で優秀賞を受賞。落語・弾き語り・
芝居など「ヘドロットン」として多⽅⾯で個⼈活動の幅も広げて
いる。

２丁拳銃 公式チャンネル
２丁拳銃・⼩堀裕之（hagurehedoro）Twitter

70年代にエルビス・コステロ やトム・ウェイツを⽇本に呼んだ⽼舗
のプロモーター。⼩さなプロモーター「トムス・キャビン」は1976
年にスタートしました。当時、外タレのコンサートといえば、メ
ジャーなミュージシャンが⼤ホールで⾏うコンサートがふつう。そ
んななかで、トムス・キャビンがめざしたのは、「聴きたいミュー
ジシャンを、⼩さな場所で、よい⾳で」聴けるコンサートでした。
⼤きなホールを全席埋めつくすことはむずかしいけれど、⼀部の
ファンから強烈に愛されている、そんな"渋い"ミュージシャンのコン
サートをやりたい。そんな想いから、シンガーソングライターな
ど、それまで⼤⼿プロモーターが呼んだことがなかった、地味だけ
れど愛すべきミュージシャンたちのコンサートを⾏ってきました。
トムス・キャビンが呼んだのは、その時代の先鋭的で個性的な
ミュージシャンばかりです。

Tomʼs Cabin Official web
Tom's Cabin（AsadaTomscabin）Twitter
Tom's Cabin（TomsCabinTokyoJp）Facebook

https://seacats.jp/
https://twitter.com/seacats_jp
https://www.instagram.com/seacats.volley/?utm_source=ig_profile_share&igshid=pztm738636s5
https://www.youtube.com/channel/UC5TMOBmBuHYW1fBrKkrahCg
https://twitter.com/hagurehedoro
http://toms-cabin.com/
https://twitter.com/AsadaTomscabin
https://www.facebook.com/TomsCabinTokyoJp


【BENTEN Label】

【Petty Booka】

【LONGMAN】
愛媛発︕男⼥ツインボーカルパンクバンド。2012年より現在のメン
バーで活動スタート。全国のタワレコが⼤プッシュするタワレコメン
に選出され、オリコンインディーズチャート5位にランクイン。また
全国25ヶ所のレコ発ツアーでは、O-WEST(東京)をFOUR GET ME A 
NOTSとのWレコ発でソールドアウト。ツアーファイナルの地元松⼭
SALONKITTYでも念願のソールドアウトを果たす。2017年夏よりラ
イブ活動を休⽌していたが、2018年松⼭にて復活ライブを⾏い、
2018年の夏フェス「ROCK IN JAPAN」「MONSTER baSH」など⼤
型フェスにも参戦し、多くのキッズたちをトリコにする。2019年6
⽉、インディーズの集⼤成となるベストアルバム『Dictionary-indies 
BEST 2013-2019』をリリースし、⾃⾝最⾼となるオリコン総合
チャート15位を記録。全国各地⼤型フェスを席捲し、満を持して11
⽉6⽇『Wish on』でメジャーデビューを果たした。

LONGMAN official web
LONGMAN（longman_asp）Twitter
LONGMAN（longman_official）Instagram

海外でも⼈気のウクレレコーラスデュオ。カントリーから、オー
ルディーズ、パンクのヒット曲をハワイアン、ブルーグラスはも
ちろん、スカやレゲエにアレンジして歌う斬新さで話題になり⽇
本国内および海外のラジオ局で放送されるようになりファンを獲
得。2002年にアメリカの⾳楽フェスティバル,SXSW(サウスバイ
サウスウエスト)に出演した際に英国BBCラジオで特集され世界
500カ国のラジオ局で放送される。

Petty Booka Official web
Petty Booka（pettybookatokyo）Twitter

1994年、東京を拠点に様々なジャンルの⼥性アーティストを専⾨
とするインディーズレコードレーベル「弁天レーベル」を設⽴。
弁天は七福神の⼀⼈の名前です。弁財天は、⾳楽、芸術、幸福、
愛の⼥神です。1994年以来、30を超えるリリースを作成してお
り、現在も堅調に推移しています。

BENTEN LABEL official web (⽇本語)
BENTEN LABEL official web(英語)

https://longman.jp/
https://twitter.com/longman_asp
https://www.instagram.com/longman_official/
http://www.sister.co.jp/pettybooka/index-j.html
https://twitter.com/pettybookatokyo
http://www.sister.co.jp/index-j.html
http://www.sister.co.jp/english/index.html


■第1弾コラボレーションマウスカバー再販売（五⼗⾳順）
この度、多くのお客様のご要望にお応えし、第１弾コラボレーションマウスカバー（⼀部コラボレー
ターを除く）の再販売をいたします。前回の受注販売期間に買いそびれてしまったお客様や、再度購
⼊したいお客様も、この機会に是⾮ご利⽤ください。

■ENTERNATIONオリジナルグッズ
コラボレーショングッズの他に「ENTERNATIONオリジナルグッズ」も販売しております。
ENTERNATIONオリジナルグッズの収益⾦(製造費や送料及び諸経費を除く)は、ENTERNATION基⾦
として、様々な有事において、必要に応じたアイテムを寄贈させていただきます。ENTERNATIONオ
フィシャルグッズサイト︓https://enternation.shop-pro.jp

【ASH DA HERO】 【唄⼈⽻】 【鈴⽊尚広(元読売巨⼈軍)】

【Maxn】 【MAD BARBARIANS】 【reGretGirl】

ENTERNATIONオリジナル
カナリアTシャツ
¥3,000(内税)

ENTERNATIONオリジナル
マウスカバー
¥1,000(内税)

ENTERNATIONオリジナル
ポーチ付きマウスカバーセット
¥2,000(内税)

https://enternation.shop-pro.jp/


■コラボレーター募集
ENTERNATIONに賛同しコラボレーションしていただけるアーティスト・スポーツ選⼿・エンターテ
イナーを引き続き募集しております。
コラボレーションしていただける⽅は、下記よりお問い合わせお願いいたします。

問い合わせ先︓https://www.enternation.jp/contact

■ENTERNATION PROJECTとは
⼤変な時期を乗り越えた今、このコロナウイルスとの共存時代が始まりました。2020年5⽉25⽇の緊
急事態宣⾔解除後より、⼀部の業界では、コロナ危機以前の⽇常へと戻りつつあります。ところが、
エンタメ業界、特に⾳楽業界に⾄っては、ほぼ全てのライブ、コンサート、野外フェスが中⽌という
決定を強いられたまま、未だ先⾏きも⾒えず、私たちのエンタメ業界が完全復活するには、無理難題
なガイドラインのもとで開催しなくてはいけない現状です。
今まさに求められるのは、⼀⼈⼀⼈の危機管理と、モラルやマナーを順守したソーシャルディスタン
スの意識を持ち、このウィズコロナ時代を乗り越えていくことです。
このような現実に打開策を講じて、コロナ禍で未だ先⾏きの⾒えないエンタメ業界を応援するために
⽴ち上げたプロジェクトです。イベント、ライブ、コンサート再開に向けて、オリジナルグッズの製
作販売及び、様々なジャンルの著名⼈の⽅々とコラボレーショングッズを製作販売し、この収益⾦
（製造費や送料及び諸経費を除く）を、今後再開予定の活動等における、感染防⽌対策費⽤の資⾦と
してお使いいただける企画です。また、同時に収益⾦の⼀部をENTERNATION基⾦としてもデポジッ
トさせていただき、厳正なる審査で寄贈先を選定の上、感染防⽌アイテムを寄贈してまいります。こ
こでしか買えない様々なコラボレーターのグッズをご購⼊いただくことで、ライブエンタメ業界を応
援してください。今後も様々なコラボグッズを製作していく予定ですので、随時コラボレーターも募
集しております。
ENTERNATION Official Web︓https://www.enternation.jp

【Official Web】https://www.enternation.jp
【Official Goods Site】https://enternation.shop-pro.jp
【Twitter】https://twitter.com/EN__official
【Instagram】https://www.instagram.com/enternation_official/?hl=ja
【Facebook】https://www.facebook.com/enternationofficial/?modal=admin_todo_tour
【LINE Official アカウント】@315jgkta https://lin.ee/SZXemXN

■オフィシャルリンク

https://www.enternation.jp/contact
https://www.enternation.jp/
https://www.enternation.jp/
https://enternation.shop-pro.jp
https://twitter.com/EN__official
https://www.instagram.com/enternation_official/?hl=ja
https://www.facebook.com/enternationofficial/?modal=admin_todo_tour
https://lin.ee/SZXemXN


■株式会社ハイウェイプラネットについて

マーチャンダイジング業務を中⼼にノベルティー、ツアーグッズ、オリジナルグッズの
商品企画・デザイン・製造・商品⽴案時の物販コーディネーションを⾏なっております。

・会社名 株式会社ハイウェイプラネット

・代表者 久島信耶
・所在地 〒101-0048 東京都千代⽥区神⽥司町2-10 安和司町ビル3F

・ＴＥＬ 03-6206-9997
・ＦＡＸ 03-6206-9998

・Mail info@highwayplanet.co.jp
・資本⾦ 10,000,000円

■ハイファイブ株式会社について

通販・EC・国内外発送から倉庫・輸送・会場販売までのワンストップサービス。
商品企画・製作、倉庫、梱包、郵送物発送、トランスポート、会場販売まで、様々な業務の
運営委託サービスをご提供いたします。

・会社名 ハイファイブ株式会社

・代表者 久島信耶
・所在地 〒101-0048 東京都千代⽥区神⽥司町2-10 安和司町ビル3F

・ＴＥＬ 03-5577-5017
・ＦＡＸ 03-6206-9886

・Mail info@highfive-limited.co.jp
・資本⾦ 10,000,000円

http://www.highfive-limited.co.jp/

http://www.highwayplanet.co.jp/

mailto:info@highwayplanet.co.jp
mailto:info@highfive-limited.co.jp
http://www.highfive-limited.co.jp/
http://www.highwayplanet.co.jp/

