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NEWS RELEASE 

第１弾のコラボレーター・マウスカバーデザイン解禁！

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
動いたしました。また、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の販売を10⽉1⽇(⽊)より開始いたしました。

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をしていただきました。ENTERNATIONでしか購⼊ができないコラボ
レーションマウスカバーです。

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10⽉1⽇(⽊)よりコラボレーションマウスカバーの受注開始ー



■第１弾コラボレーションマウスカバーデザイン（五十音順） 

【ASH DA HERO】         【唄⼈⽻】         【鈴⽊尚広(元読売巨⼈軍)】         

【PARKLIFE】         

ASH DA HERO

黒フチ：Lサイズ

【古川愛李】         【Maxn】         

【MAD BARBARIANS】         【reGretGirl】         

＊掲載画像はイラストとなりますので、実物では多少⾊が異なって⾒える場合がございます。



■マウスカバー詳細
冷感素材を採⽤したオリジナルマウスカバー。繰り返し洗って着⽤が可能です。⻑時間使⽤しても⽿が痛
くならない程の優しい⽣地感で、⽴体構造により、顔の曲線にフィットして快適にお使いいただけます。 
※こちらのマウスカバーは、ウィルス、花粉除去を完全にブロックするものではありませんので、使⽤す
る際は内側にガーゼ等の装着をお勧めします。
※ご使⽤前に洗濯を⾏ってからご使⽤ください。
※⽪膚に異常がある場合や、痒み・⾚みが現れた場合、匂いで気分が悪くなった場合、使⽤を注意してく
ださい。

【ENTERNATION コラボレーションマウスカバー】
・サイズ：Ｍサイズ W170mm×H150mm
     Ｌサイズ W190mm×H160mm
     ＊⼿作業で縫製を⾏なっているため、若⼲の個体差があります。
・素材：ポリエステル100%（冷感素材/⼆重構造）
販売価格：¥1,800（税込）

【ENTERNATION コラボレーションポーチ付きマウスカバーセット】
・セット内容：コラボレーションマウスカバー×１（サイズをお選びいただけます）
       ENTERNATION ロゴステッカー×１
       オリジナル天チャック付ポーチ×１
【マウスカバー】サイズ：Ｍサイズ W170mm×H150mm
         Ｌサイズ W190mm×H160mm
     ※⼿作業で縫製を⾏なっているため、若⼲の個体差があります。
     素材：ポリエステル100%（冷感素材/⼆重構造）
【ステッカー】サイズ：W80×H40mm
【オリジナル天チャック付ポーチ】サイズ：W245×170mm / 素材：PET
販売価格：¥2,800（税込）

【ENTERNATION コラボレーションマウスカバー2枚セット】
＊限定デザインを含む2枚セットでの販売です。
・セット内容：コラボレーションマウスカバー×２
・サイズ：Ｍサイズ W170mm×H150mm
     Ｌサイズ W190mm×H160mm
 ※⼿作業で縫製を⾏なっているため、若⼲の個体差があります。
 ※2枚セットはコラボレーターにより、販売がない場合がございます。
・素材：ポリエステル100%（冷感素材/⼆重構造）
販売価格：¥1,800（税込）

【販売サイト】ENTERNATION オリジナルグッズサイト（ https://enternation.shop-pro.jp）

【第１弾受注販売期間】10⽉1⽇(⽊)18時 〜 10⽉15⽇(⽊)23時59分 ＊予約販売商品です。



■第１弾コラボレーター（五⼗⾳順）

多彩な歌唱スタイルで表現する圧倒的なボーカルとステージパ
フォーマンス。 熱くまっすぐな⾔葉や現代社会に⼀⽯を投じる
メッセージ性の強いリリックで、彼の⾳楽を体感する者を次々と惹
き込んでゆく。愛と勇気と希望を与える次世代のロックヒーロー 。
コンスタントに楽曲をリリースし、数々の⼤型ロックフェスに出演
も果たすなど精⼒的に活動中。
ASH DA HERO OFFICIAL（@ashdahero）Twitter 
ASH（ash_da_hero）Instagram
ASH DA HEROコラボレーションデザインマウスカバー

 

1998年、安岡信⼀、本多哲郎の⼆⼈で福岡にて唄⼈⽻を結成。翌、
99年フォーライフレコードより『⼩さな星の⼩さな旅⼈』にてデ
ビュー。これまでにシングル13枚、アルバム6枚、ミニアルバム2
枚、ベストアルバム1枚を発表。俳優、塚本⾼史への楽曲提供、福
岡県⽷島市のイメージソング、新⼈のプロデュース、楽曲アレンジ
など活動の幅は多岐にわたる。2019年9⽉26⽇20周年ベストアル
バムをリリース。現在も全国各地でライブを中⼼とした独⾃の活動
を⾏っており、今年でデビュー20周年を迎える。
唄⼈⽻OFFCIALWEBSITE
唄⼈⽻コラボレーションデザインマウスカバー

【ASH DA HERO 】

【唄⼈⽻ 】

福島県⽴相⾺⾼等学校から1996年ドラフト4位で巨⼈に⼊団。
2008年には規定打席に届かないものの打率3割4厘、シーズン30盗
塁、⾃⾝初のゴールデングラブ賞を獲得し、キャリアハイの成績を
残した。ファンからは⾛塁のスペシャリスト、代⾛の神様などと称
され、愛されている。引退後は⾃⾝が代表理事を務める鈴⽊尚広
ベースボールクリニック(TSBBC)を⽴ち上げトレーナーの育成に全
⼒を注ぐと共に本年度より新しい試みとしてYouTubeにて鈴⽊尚広
公式チャンネルSwiftrunnerを配信、スポーツの魅⼒、野球の奥深
さなどを伝える活動をしている。
鈴⽊尚広（suzukitakahiro12）Instagram 
鈴⽊尚広 公式チャンネル Swiftrunner
鈴⽊尚広コラボレーションデザインマウスカバー

【鈴⽊尚広(元読売巨⼈軍) 】



いのりゆうき(B&Cho)／野澤太秀(Vo&G)／遠藤弘耕(Dr&Cho)
2015年4⽉結成。新宿ACBと中⼼に活動する、3ピース ギター
ロックバンド「PARKLIFE」「でらろっくフェス2018、2019」
「TOKYOCALLING2019」等のサーキットイベントの出演を重ね、
これまでにDEMO CD2枚、207年には全国流通CD「証鳴」を発売、
そして全国ツアー経験。2019年よりサウンドプロデューサーに
99RadioServiceの堀内孝平を迎え⼊れ、これまで以上に「歌」に
拘り 2019年8⽉にFIRST Digital Single「EYES／Dear」2019年
11⽉に2nd Digital Single「ナイトウォーカー／⼿を伸ばせば」
2020年2⽉に3rd Digital Single「Eden／はるかぜとともに」
2020年8⽉ 4th Digital single「ライフ イズ ビューティフル」を
RELEASE。「未来」へ進む為の⽇常を⼀幕を切り取った歌詞、ど
ことなく懐かしく、そして3歩進んで2歩下がるような誰にでもある
弱い部分を暖かく包み込みこんでくれる。そんなBAND。 
PARKLIFE OFFICIAL WEB SITE
PARKLIFEコラボレーションデザインマウスカバー

【PARKLIFE 】

【古川愛李 】

ちょす（Ba）／ゆきの（Vo,Gt)／はす（Dr）
による東京都府中市を拠点に活動している3ピースガールズバン
ド！2015年からボーカルゆきのがカートコバーンに出会い覚醒し
オリジナル楽曲を中⼼にライブを⾏い、2016年よりライブハウス
府中フライトの強化指定バンドとなる。府中フライト主催『キッ
ズ・オールライト』に参加し優勝。その秋には台湾⾳楽関係者に盛
⼤に気に⼊られ台湾でライブを⾏う。2018年にはSXSWのJAPAN 
NIGHTで全⽶ツアーを展開！本⼈たちも次に何を起こすかわからな
い、『今』を全⼒でライブにぶつけるそのスタイルはバンドコンセ
プトでもある『感情爆発！！』伝わるじゃなくて、伝えます！！
Maxn Official Web 
Maxnコラボレーションデザインマウスカバー

【Maxn】

2009年SKE48⼆期⽣として加⼊、2015年に同グループを卒業。
卒業後は絵本作家・イラストレーターとして愛知県を拠点に活動中。
⾃主制作にて3冊の絵本、コミック連載など多⽅⾯で活躍。
現在は⼀児のママとして⼦育て奮闘中 (インスタにて育児⽇記を  
更新中)
ちびあいりん(古川愛李)（@chibiairin_f）Twitter
古川愛李（baby_rin12）Instagram
ChibiAirin Official Shop ©AtelierAiri
古川愛李コラボレーションデザインマウスカバー



マッドバーバリアンズ とは、イラストレーター/サイトウカツヤと
グラフィックデザイナー/イトウマスミによるイラストデザインユ
ニット。2000年に結成。「MAD、POP、ROCK、CUTE、おバ
カ」をコンセプトに東京を拠点に世界的に活躍中。過去にMTV、
ユニクロ、リーバイス、ハローキティーなどとコラボしている。オ
リジナルキャラクター「GAS CURRY & SPICE」が海外メーカーか
らソフビ化で発売され世界各国で⼈気を集める。ポップでロック感
のある独特のイラストレーションが特徴。2019年6⽉東京都豊島区
雑司が⾕に隠れ家的アトリエ＆常設ギャラリー「MAD da ZOU」
をオープン。「夢はマッドキャラで世界征服」
MAD BARBARIANS Official Web
MAD BARBARIANSコラボレーションデザインマウスカバー

【MAD BARBARIANS 】

【reGretGirl	】

⼗九川宗裕 (Ba.)、平部雅洋 (Vo./Gt.)、前⽥将司 (Dr.)からなる
⼤阪出⾝の３ピースロックバンド。切ない歌詞と、キャッチ―
なメロディーが特徴の次世代センチメンタルギターロックバン
ドとして、話題沸騰中。誰もが⼀度は経験したことがあるであ
ろう等⾝⼤の歌詞は、特に10代の若者から絶⼤な⽀持を得てい
る。幅広い層にも届く、切なさとポップさを持っている楽曲を
歌う。
reGretGirl OFFICIAL WEB SITE 
reGretGirl（リグレットガール）（@rgg_official）Twitter
reGretGirlデザインコラボレーションマウスカバー

■第2弾コラボレーションマウスカバー
第１弾だけでなく、今後第２弾のコラボレーションデザインマウスカバーも発売予定です！
第２弾の情報解禁もお楽しみに！

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】
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。
ENTERNATION Official Web：https://www.enternation.jp



■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/


