2021 年 6 月 25 日

～アウトドアで音楽を楽しむ～
アニメ「ゆるキャン△」とのコラボレーションイベント
ヤマハの楽器店（名古屋・大阪・銀座・浜松）で 開催
日程：2021 年 7 月 17 日（土）～9 月 17 日（金）
株式会社ヤマハミュージックリテイリングは、2022 年に、映画『ゆるキャン△』の全国ロードショーが決定
している『ゆるキャン△』シリーズ、および書籍「アウトドア音楽のすすめ with ゆるキャン△」※とコラボレー
ションした配信イベントや企画展示、ワークショップなどを、2021 年 7 月 17 日（土）から 9 月 17 日（金）ま
で、ヤマハミュージック 名古屋店（愛知県名古屋市）を皮切りに全国 4 拠点で開催します。
2015 年の連載開始からキャンプブームを牽引し続ける、あ f ろ原作の『ゆるキャン△』。これまで 12 巻刊行
し、累計発行部数 600 万部を突破しています。アニメーションは 2018 年に 1 期、2021 年に 2 期が放送されまし
た。また、2019 年および 2021 年には実写ドラマになるなど、映像作品でも人気を博しています。
ヤマハミュージック 名古屋店では、アニメーション「ゆるキャン△」の楽曲を手がけた佐々木恵梨さん（さ
さきえり／シンガーソングライター）のミニライブや、立山秋航さん（たてやまあきゆき／作・編曲家）のトー
クショーなどを行います。いずれも、音楽を切り口に「ゆるキャン△」の世界に触れることができる内容です。
ヤマハミュージックリテイリングの公式 YouTube チャンネルで配信します。
また、ヤマハミュージック 名古屋店のほか、大阪なんば店（大阪府大阪市）、ヤマハ銀座店（東京都中央区）
では、書籍「アウトドア音楽のすすめ with ゆるキャン△」※で紹介したギターやキーボードで、アニメーショ
ン「ゆるキャン△」の楽曲の演奏ができるワークショップやスタンプラリーを行います。
本イベントを通し、楽器経験を問わず幅広いお客様に、アウトドアで音楽や演奏を楽しむことの魅力をお伝え
したいと考えています。
※書籍は 7 月 28 日（水）、株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングスから発売予定
＜スケジュール＞
日程

場所

内容

7 月 17 日（土）～8 月 15 日（日）

ヤマハミュージック 名古屋店

イベント・企画展示・ワーク
ショップ・スタンプラリー・特
設コーナー

8 月 21 日（土）～9 月 2 日（木）

ヤマハ銀座店

企画展示・ワークショップ・ス
タンプラリー・特設コーナー

9 月 4 日（土）～9 月 17 日（金）

ヤマハミュージック 大阪なんば店

企画展示・ワークショップ・ス
タンプラリー・特設コーナー

8 月 21 日（土）～9 月 2 日（木）

ヤマハミュージック 浜松店

特設コーナー

ヤマハミュージック 名古屋店イベント
日時

イベント名

7 月 17 日（土）

13:00／16:00

トークショー「ゆるキャン△」×バイクツーリングキャンプの世界

7 月 18 日（日）

13:00

トークショー「ゆるキャン△」×女子キャンプのすすめ

7 月 18 日（日）

16:00

トークショー「ゆるキャン△」×ファミリーキャンプのすすめ

7 月 31 日（土）

13:00

「ゆるキャン△」を彩る音楽の世界 立山秋航トークショー

8 月 8 日（日）

13:00

「ゆるキャン△」ED 曲を歌う

佐々木恵梨トーク＆ミニライブ

※いずれも、ヤマハミュージックリテイリング公式 YouTube チャンネルで、ライブ配信を行います。
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＜店舗概要＞
ヤマハミュージック 名古屋店（愛知県名古屋市中区錦 1-18-28）

※火曜定休

https://www.yamahamusic.jp/shop/nagoya
ヤマハ銀座店（東京都中央区銀座 7-9-14）

※火曜定休

https://www.yamahamusic.jp/shop/ginza
ヤマハミュージック 大阪なんば店（大阪府大阪市西区南堀江 1-2-13）

※火曜定休

https://www.yamahamusic.jp/shop/osaka-namba
ヤマハミュージック 浜松店（静岡県浜松市中区鍛冶町 321-6）
https://www.yamahamusic.jp/shop/hamamatsu.html

※水曜定休

最新の営業情報は各店の Web サイトをご確認ください。

＜企画展示・イベントの概要＞
企画展示「アウトドア音楽のすすめ with ゆるキャン△」
「ゆるキャン△」の志摩リン仕様のスクーターやアウトドアにおすすめの
楽器、キャンプ用品、キャラクターパネルなどを展示。スタンプラリーも
楽しめます。

・ヤマハミュージック 名古屋店
日時：7 月 17 日（土）～8 月 15 日（日）11:00～18:30
料金：無料

・ヤマハ銀座店
日時：8 月 21 日（土）～9 月 2 日（木）11:00～18:30
料金：無料

・ヤマハミュージック 大阪なんば店
日時：9 月 4 日（土）～9 月 17 日（金）11:00～18:30
料金：無料

「ゆるキャン△」ED 曲を歌う

佐々木恵梨トーク＆ミニライブ

TV アニメーション「ゆるキャン△」シリーズのエンディングテーマ『ふゆ
びより』
『はるのとなり』を作詞・作曲したシンガーソングライターの佐々
木恵梨さんが、楽曲づくりのこだわりを語ります。またミニライブでは、
『ふゆびより』を含む代表作が披露されます。書籍「アウトドア音楽のす
すめ with ゆるキャン△」では、佐々木さんのインタビュー記事を掲載し
ています。
日時：

8 月 8 日（日）13:00

場所：

ヤマハミュージック 名古屋店 1 階イベントスペース

料金：

無料
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「ゆるキャン△」を彩る音楽の世界 立山秋航トークショー
TV アニメーション「ゆるキャン△」シリーズの劇伴を担当した立山秋航さ
んが、「ゆるキャン△」の世界観を音楽で表現するために心がけたことや
工夫したことなどを紹介。立山さんの演奏を交えた楽曲解説コーナーもあ
ります。書籍「アウトドア音楽のすすめ with ゆるキャン△」では、立山
さんのインタビュー記事も掲載しています。
日時：

7 月 31 日（土）13:00

場所：

ヤマハミュージック 名古屋店 1 階イベントスペース

料金：

無料

トークショー「ゆるキャン△」×バイクツーリングキャンプの世界
TV アニメーション「ゆるキャン△」の中で、志摩リンはキャンプの移動手
段としてスクーターを使っています。バイクで日本一周をした経験をもつ
タレントの下川原リサさんと、ヤマハ発動機株式会社でデザインに携わる
北山亮平さんが、スクーターや日帰りキャンプの楽しみ方をご自身の体験
や写真とともに紹介します。
日時：

7 月 17 日（土）13:00／16:00

場所：

ヤマハミュージック 名古屋店 1 階イベントスペース

料金：

無料

トークショー「ゆるキャン△」×女子キャンプのすすめ
「ゆるキャン△」で描かれている“女子キャンプ”や、アウトドアでの楽器演奏の魅力について、キャ
ンプの楽しみ方を提案するキャンプ女子株式会社の担当者とヤマハのスタッフが紹介します。
日時：

7 月 18 日（日）13:00

場所：

ヤマハミュージック 名古屋店 1 階イベントスペース

料金：

無料

トークショー「ゆるキャン△」×ファミリーキャンプのすすめ
ファミリーキャンプの楽しみ方やアウトドアで親子でできる楽器工作などについて、キャンプ女子株式
会社の担当者とヤマハのスタッフが紹介します。
日時： 7 月 18 日（日）16:00
場所：

ヤマハミュージック 名古屋店 1 階イベントスペース

料金：

無料

イベントの詳細はヤマハミュージック 名古屋店の Web サイトをご確認ください。
https://www.yamahamusic.jp/shop/nagoya/taiken-floor/outdoor-de-ongaku
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＜書籍「アウトドア音楽のすすめ with ゆるキャン△」＞
TV アニメーション「ゆるキャン△」の音楽は、アウトドアにぴったり。本書は「ゆるキャン
△」と「アウトドア音楽」をテーマに、作品音楽の魅力に迫りつつ、アウトドアで音楽を楽し
むコツを紹介した一冊です。
発売日：7 月 28 日（水）
価格 ：1,980 円（税込）
発売元：株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
「アウトドア音楽のすすめ with ゆるキャン△」特設サイト
https://www.ymm.co.jp/feature/outdoor_music.php

＜映画『ゆるキャン△』公開情報＞
2022 年全国ロードショー
【STAFF】
原作：あ f ろ（芳文社「COMIC FUZ」掲載）
監督：京極義昭
脚本：田中 仁・伊藤睦美
キャラクターデザイン：佐々木睦美
制作プロデュース：DeNA コンテンツ企画部
アニメーション制作：C-Station
配給：松竹

＜原作コミック情報＞
まんがタイム KR コミックス／『ゆるキャン△』
最新第 12 巻 好評発売中！

あｆろ著

マンガアプリ「COMIC FUZ」（芳文社）にて大人気連載中！
URL：https://cp.comic-fuz.com/
＜公式 HP＞https://yurucamp.jp/
＜公式 Twitter＞＠yurucamp_anime

＊「ゆるキャン△」の画像を使用の際は、下記のコピーライト表記の記載をお願いします。
©あｆろ・芳文社／野外活動委員会
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＊文中のヤマハミュージックジャパンの商品名、社名等は当社や各社の商標または登録商標です。
＊掲載情報はすべて発表日現在のものです。発表日以降に変更となる可能性もありますので予めご了承ください。

■ 報道関係の方のお問い合わせ先
株式会社ヤマハミュージックジャパン 事業企画部 事業企画課
TEL. 03-5488-1674
■ 一般の方のお問い合わせ先：
ヤマハミュージック 名古屋店 TEL. 052-687-9002
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