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NEWS RELEASE

第２弾コラボレーションマウスカバー
まもなく受注販売終了︕︕

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
マウスカバーを販売いたしました。

11⽉4⽇より第２弾コラボレーションマウスカバーの受注販売を開始いたしました。
この度、コラボレーション様からコラボレーションマウスカバーの着⽤写真と、コラボレーショ
ンに対するコメントをいただきました。
ENTERNATIONプロジェクトへご賛同いただいた理由や、デザインに込めたメッセージ、エンタ
メ業界への想いなど、様々なコメントをいただきました。
コラボレーター様の様々な想いの詰まった第２弾コラボレーションマウスカバーの販売は、11⽉
18⽇(⽔)23時59分までです。＊予約受注販売となります。

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18⽇(⽔)23時59分までー



ASH DA HERO × ENTERNATION

ave × ENTERNATION

唄⼈⽻ × ENTERNATION

エンターテイメント業界への応援、貢献のた
めプロジェクトへ参加させていただきました。
⼤変な状況はまだ続きますが、1⽇も早く元
の⽇常に戻れるよう感染対策対策含め乗り越
えていきましょう︕

ASH DA HERO デザインマウスカバー詳細・ご購⼊

唄⼈⽻ デザインマウスカバー詳細・ご購⼊

ave デザインマウスカバー詳細・ご購⼊

https://enternation.shop-pro.jp/?mode=grp&gid=2463218
https://enternation.shop-pro.jp/?mode=grp&gid=2458609
https://enternation.shop-pro.jp/?mode=grp&gid=2477370


GAKU-MC × ENTERNATION

Japan Nite US tour × ENTERNATION

Shinnosuke × ENTERNATION
この度マスクのデザイン／イラストを描かせてい
ただきましたので告知です。エンタメ業界を⼀緒
に応援しましょう︕◆ENTERNATION 公式グッ
ズサイト にて販売。イベント・ライブ・コン
サート再開に向けて、ライブエンタメ業界を応援
するプロジェクト『ENTERNATION』でコラボ
レーションマウスカバーの第２弾に参加させてい
ただきます︕【販売期間に関して】2020年11⽉
4⽇(⽔)7:00〜2020年11⽉18⽇(⽔)23:59
僕がデザインしたのはこちらの２枚になります。
詳細は◆ENTERNATION 公式グッズサイトまで
皆様の拡散よろしくお願いいたします︕デザイン
したマウスガード（マスク）のサンプル着⽤して
みるとこんな感じですー。宜しくどうぞ︕

GAKU-MC デザインマウスカバー詳細・ご購⼊

Shinnosuke デザインマウスカバー詳細・ご購⼊

Japan Nite US tour デザインマウスカバー詳細・ご購⼊

20年以上の間、当たり前のようにJapan Nite USツ
アーを続けてきました。あらためて、⽀えてくれたみ
なさんに感謝しています。今、コロナ渦にあり、⾳楽
業界は、あらゆるエンターテインメントの再開に向け
た戦いを続けています。1⽇も早く再開を祈って、
“ENTERNATION”プロジェクトに参加させていただき
ます。みなさんのご協⼒をおねがいします。
We have been touring the Japan Nite US for over 
20 years as a matter of course. Once again, I 
would like to thank everyone who has supported 
us. The music industry is still fighting to get all 
forms of entertainment back on track, and we 
are participating in the "ETERNATION" project to 
help bring it back on track as soon as possible. I 
would like to thank you all for your support.

https://enternation.shop-pro.jp/?mode=grp&gid=2476186
https://enternation.shop-pro.jp/?mode=grp&gid=2476353
https://enternation.shop-pro.jp/?mode=grp&gid=2477111


鈴⽊尚広（元読売巨⼈軍） × ENTERNATION

⽥村直美 × ENTERNATION

⽥澤孝介 × ENTERNATION

エンタメ業界を応援するプロジェクト
「ENTERNATION」に、第⼆弾コラボレー
ターとして賛同させていただきました。
引き続きの感染対策に、是⾮ともお役⽴て
ください。

鈴⽊尚広はENプロジェクトを通してエンタ
メ業界への応援、貢献したいと思い参加しま
した。
１⽇でも早く⽇常を取り戻すべくマスクを通
じてコロナ感染予防対策の⼿助けになれれば
幸いです。

⽥村直美 デザインマウスカバー詳細・ご購⼊

⽥澤孝介 デザインマウスカバー詳細・ご購⼊

鈴⽊尚広(元読売巨⼈軍) デザインマウスカバー詳細・ご購⼊

https://enternation.shop-pro.jp/?mode=grp&gid=2477381
https://enternation.shop-pro.jp/?mode=grp&gid=2458629
https://enternation.shop-pro.jp/?mode=grp&gid=2458607


Tomʼs Cabin Tokyo × ENTERNATION

福岡春⽇シーキャッツ× ENTERNATION

２丁拳銃・⼩堀裕之 × ENTERNATION

芸⼈にとって今もなお⼤変な状況にあります。
そんな中ＥＮプロジェクトと出会いすぐに参
加する事を決めました。
お互いがんばりましょうね

今回「ENTERNATION」プロジェクトに
参加することができ、誠に感謝しております。
コロナウイルスはまだ完全に終息したわけではなく、
先⾏きの⾒えない中、まだまだ多くの⽅が様々な不安
を抱えております。
こんな時だからこそ、⼈々に「感動」そして「希望」
を与えることができるものは「エンターテイメント」
だと感じております。
私たちシーキャッツも、世の中のすべてのエンターテ
イメントを応援します。
また、バレーボールを通してスポーツとしての
エンターテインメトを創造し、もっともっと多くの⼈
に「感動や希望」を与えられる存在になりたいです。
ぜひ「ENTERNATION」にてマスクをご購⼊いただ
き、みなさんの応援の⼒で、エンターテイメントを盛
り上げて⾏きましょう。

福岡春⽇シーキャッツ デザインマウスカバー詳細・ご購⼊

2丁拳銃・⼩堀裕之 デザインマウスカバー詳細・ご購⼊

Tomʼs Cabin Tokyo デザインマウスカバー詳細・ご購⼊

⾳楽ファンのみなさまに⽀えられて、⻑きに渡り、海外
のアーティストのコンサートを⽇本で開催してきました。
今は、⽇本⾳楽史上初めて体験する海外からアーティス
トが来⽇できないこのような状況が続いておりますが、
⽇本の⾳楽業界は、この困難に打ち勝つ戦いを続けてい
ます。今こそ、⾳楽が必要です。ぜひご協⼒お願いしま
す。
Thanks to the support of music fans, we have been 
able to bring concerts of foreign artists to Japan for 
a long time. We are currently experiencing the first 
time in the history of Japanese music that artists 
from abroad are not able to come to Japan, but the 
Japanese music industry continues to fight to 
overcome this difficulty. We continues to fight to 
overcome these difficulties. We need your support.

https://enternation.shop-pro.jp/?mode=grp&gid=2477346
https://enternation.shop-pro.jp/?mode=grp&gid=2479601
https://enternation.shop-pro.jp/?mode=grp&gid=2476355


BENTEN Label × ENTERNATION

Maxn × ENTERNATION

Petty Booka × ENTERNATION

Maxnオリジナルキャラクターの”PIGAMAN”
をあしらったワンポイントデザインです。
普段使いしやすいシンプルなテデザインに
なっています︕︕

Petty Booka デザインマウスカバー詳細・ご購⼊

Maxn デザインマウスカバー詳細・ご購⼊

BENTEN Label デザインマウスカバー詳細・ご購⼊

コロナ感染予防対策を⽀援する取り組みにBENTEN 
Labelも参加いたしました。
ミュージシャンが⾳楽活動をつづけて、⾳楽をライブで
楽しむ世界を再び取り戻せるよう、⾳楽を愛する世界中
のみなさんと繋がって協⼒させていただければと思いま
す。ご協⼒おねがいします。
BENTEN Label is proud to be part of 
"ENTERNATION", an initiative to support the 
entertainment industry in its efforts to prevent the 
spread of corona.
We would like to connect with music lovers all over 
the world to help musicians continue their musical 
activities and recreate a world where music can be 
enjoyed live again. Thank you for your cooperation.

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”にPetty Bookaも参加さ
せていただき、私たちのロゴが⼊ったマスクができ
ました。ぜひ購⼊してご協⼒ください︕ そして新
しい活動の型で、⾳楽業界、アーティスト、ファン
が⾳楽を楽しめる⽇が来ることを願っています。
Petty Booka is proud to be part of
"ENTERNATION", an initiative to support the
entertainment industry in its efforts to prevent
the spread of corona. Masks with our logo on
them are now available. Please help us out by
purchasing one! And we hope that one day the
music industry, artists and fans will be able to
enjoy music in a new type of activity.

https://enternation.shop-pro.jp/?mode=grp&gid=2476352
https://enternation.shop-pro.jp/?mode=grp&gid=2414694
https://enternation.shop-pro.jp/?mode=grp&gid=2476356


MAD BARBARIANS × ENTERNATION

LONGMAN × ENTERNATION

reGretGirl × ENTERNATION

本⽇はお知らせです︕マッドのマスク第⼆弾が出来ました。
今回は使いやすく可愛い⿊ヒョウ親⼦のワンポイントイラ
ストが⼊ったシンプルなマスクと、ドクロパターン全⾯の
ロックなマスクです︕でも、ちょっとお⾼いんですよね。
それには理由があります︕このマスクは、ウイズコロナア
クティビティプロジェクトで、アーティストグッズを制作
している会社が旗を振り、コロナで戦っている⾳楽業界を
なんとかサポートしていこうとこの企画なんです。少しお
⾼い分はそのサポート資⾦になります。ご存知の通り、今
年は様々なモノがストップし、アーティストも含め、業界
は本当に⼤変な状態がつづいてます。元どおりの世界に
戻って欲しい。スタッフさんや裏⽅の⼈、アーティストも
その時まで耐えられるように。⾳楽と共に作品を制作して
きたマッドだから、⼤好きな⾳楽業界をこのマスクデザイ
ンで応援したいと⾔う気持ちで協⼒をさせていただきまし
た。詳しくは以下のサイトからご確認ください。素晴らし
いプロジェクトです︕早くみんな笑顔で元気にライブ出来
る世界が戻ってきますように︕

ロゴをあしらったシンプルで普段使いしやす
いデザインです。今後のライブや普段の⽣活
でもぜひ、使ってみてください︕︕

LONGMAN デザインマウスカバー詳細・ご購⼊

MAD BARBARIANS デザインマウスカバー詳細・ご購⼊

reGretGirl デザインマウスカバー詳細・ご購⼊

https://enternation.shop-pro.jp/?mode=grp&gid=2463003
https://enternation.shop-pro.jp/?mode=grp&gid=2463002
https://enternation.shop-pro.jp/?mode=grp&gid=2463216


■販売詳細

【受注販売期間】
11⽉4⽇(⽔)7時00分 〜 11⽉18⽇(⽔)23時59分

【販売サイト】
ENTERNATIONオフィシャルグッズサイト︓https://enternation.shop-pro.jp

※予約受注販売となります。
※掲載画像と実物では多少⾊が異なって⾒える場合がございます。

■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

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)

■ENTERNATION PROJECTとは
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。

■オフィシャルリンク
【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

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

