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報道関係各位 

 
株式会社池部楽器店 

 

音楽でコロナを乗り越えよう！池部楽器店は、アーティスト協

力のもと音楽の力で自宅での時間をポジティブにすることを目

指す「カナデルチカラプロジェクト」をスタートしました。 

 

株式会社池部楽器店（本社：東京都千代田区／代表取締役社長：田中義章）は、新型コロナ

ウィルスの感染拡大にともない自宅で過ごすことを余儀なくされている人々に音楽の力で少

しでもポジティブに過ごしてほしいという思いから、「カナデルチカラプロジェクト」を立

ち上げました。アーティスト協力のもと、メッセージムービーを制作するほか、アーティス

トによる無観客配信ライブを開催いたします。 

 

 

1.本件の主旨 

 

いま、新型コロナウィルスの感染拡大への対策として外出自粛要請を受けて、多くの人々が自宅で過

ごしています。 好転の兆しも見えず、日々暗いニュースが耳に入ってきて、ネガティブになる人、

不安とストレスで病む人、人との触れあいが極端に減って孤独な思いをしている人も少なくないはず

です。  

 

池部楽器店の信念に、こんな一節があります。  

「人は孤独とともに生きている。だから、私たちは音楽でひとつになれる」  

「音楽を楽しむ人が増えれば、世界はきっと笑顔でつながる」  

 

私たちは、このような状況にこそ「音楽の力」が必要でないかと考えます。自宅にいても、そこに音

楽があるだけで人はポジティブになれます。 離れた場所にいても、ネットを通して音楽でつながり

合うことができます。例えば、それぞれの場所で好きな楽器を持ち寄ってセッションしたり、それぞ

れの演奏をシェアすることで、笑顔でつながり合うことができるはずです。 

 

そこで、池部楽器店は「カナデルチカラプロジェクト」をスタートしました。第一線で活躍するアー

ティストのご協力のもと、「それぞれの場所でネットにつないで、 それぞれの楽器・音楽でつなが

ろう」というメッセージを啓蒙するムービーを制作しました。また、ライブハウス "クラブ グッド



マン"から、アーティストによる無観客ライブを配信いたします。 

 

一人でも多くの人がポジティブにこの状況を乗り越えられるように。 私たちは、音楽に携わる存在

として、音楽で世の中に貢献したいと願っています。「あなたの近くには、音楽がある。楽器があ

る」という気づきを与えることで、ポジティブな和が広がり、自宅で過ごす人たちの日常を幸せな時

間にできると信じています。 

 

 

2.取り組みの詳細 

 

【メッセージムービー】 

第一線で活躍中のアーティストによる遠隔フリーセッションとともに、音楽（楽器）の力で自宅で過

ごす人々に少しでもポジティブに過ごしてほしいという思いを込めた約120秒のムービーです。ベー

スの日向秀和氏（ストレイテナー、Nothing's Carved In Stone、HH&MM etc.）、ドラムの松下マサ

ナオ氏（Yasei Collective、Gentle Forest Jazz Band、ZA FEEDO、HH&MM）、キーボードの成田

ハネダ氏（パスピエ）のお三方による、スリリングな掛け合いが魅力のフリーセッションは必見で

す。 

※今回は全員がリモート（自宅）で動画を録画して制作した特別ムービーとなります。 

●公開：2020年5月30日（土）予定 

●配信形態：池部楽器店ウェブサイト https://www.ikebe-gakki.com/ec/cmShopTopPage1.html 

および IKEBEchannel（YOUTUBE）https://www.youtube.com/user/IKEBEchannel 

および 池部楽器店各店Twitter・Facebook・Instagram 

※公開日は変更になることがあります。 

 

  
 

https://www.ikebe-gakki.com/ec/cmShopTopPage1.html
https://www.youtube.com/user/IKEBEchannel


 
 

 

【クラブ グッドマン ライブ配信】 

池部楽器店が運営するライブハウス "クラブ グッドマン"より、様々なアーティストたちによる無観

客ライブを配信いたします。全てのライブはCLUB GOODMAN チャンネル（YouTube）で配信予定

です。 

 

CLUB GOODMAN チャンネル  

https://www.youtube.com/channel/UC_QzzUeMvSprPIlKvFEnXRA 

 

※会場での感染拡大防止対策については、こちらをご参照ください。

http://www.clubgoodman.com/blog/?p=17173 

 

 

3.配信スケジュール 

 

『MUGAMICHILL / Deep Breath live 2020』 

中村達也 + 中村弘二（ナカコー）＋ナスノミツルという圧巻の3人によるインストゥルメンタルバ

ンド”MUGAMICHILL”の貴重な配信ライブ。迫力ある演奏をご自宅で。 

●日時：2020年5月17日（日） 19：30 開演 

●出演：MUGAMICHILL [中村達也 / 中村弘二 / ナスノミツル] 

●ライブ配信：CLUB GOODMAN チャンネル

（https://www.youtube.com/watch?v=ev49Ekg7kMc） 

 

https://www.youtube.com/channel/UC_QzzUeMvSprPIlKvFEnXRA
http://www.clubgoodman.com/blog/?p=17173
https://www.youtube.com/watch?v=ev49Ekg7kMc


 

 

『三都's / 無観客配信ライブ Vol.01』 

"DEAD END"のギタリスト YOUと、数々のアーティストをサポートしてきた、ベーシスト FIRE、

ドラマー 星山哲也が結成したインストユニット。全曲インストナンバーによるライブ予定。 

●日時：2020年5月20日（水） 20：00 開演 

●出演：三都's [Gt:YOU(DEAD END) / Ba:FIRE / Dr:星山哲也] 

●ライブ配信：CLUB GOODMAN チャンネル

（https://www.youtube.com/watch?v=cFYcQ6FWAL4） 

 
 

 

『“空に油”発足前夜』  

渡辺香津美&レゾナンス・ヴォックスやじゃがたらでの活動を皮切りにワールドミュージックグルー

ヴを追求し続け、今やその活動を世界にまで広げつつあるヤヒロトモヒロ、自己のグループ ボンデ

ージフルーツ、サルガヴォ、そして吉田達也の是巨人等、日本発のプログレッシブミュージックを追

求し牽引し続ける鬼怒無月、黒猫チェルシーでのデビュー後 今や頭脳警察、Jagatara2020などと

の活動で日本のルーツロックの再興にも名を連ねる若きマルチアーティスト宮田岳、ここにアルゼン

チンのロックシンガー、フロレンシア・ルイスが加わり発足するはずだったスーパーバンド”空に油” 

このコロナ禍で活動開始が延期となってしまいましたが、来るべきバンド活動開始と明るい未来到来

の希望を見据えて日本のメンバーだけで行う”空に油” 発足前夜祭！百戦錬磨の３人ならではの強力

な化学反応を起こす所存です。 

●日時：2020年5月22日（金） 19：30 開演  

●出演：空に油[ヤヒロトモヒロ:perc / 鬼怒無月:g,vo / 宮田岳:b,vo] 

●ライブ配信：CLUB GOODMAN チャンネル

（https://www.youtube.com/watch?v=MxLZZgvFRKk） 

https://www.youtube.com/watch?v=cFYcQ6FWAL4
https://www.youtube.com/watch?v=MxLZZgvFRKk


 
 

 

『よしむらひらく YouTube Live』 

よしむらひらくソロと、よしむらひらく、畠山健嗣による２マン。同じなようで全くことなるアプロ

ーチによる、よしむらひらくワールドが堪能出来るプログラムをご自宅で。 

日曜日の夕食後、ゆったりとした気分でお楽しみください。 

●日時：2020年5月24日（日）19：30 開演 

●出演：よしむらひらくソロ / よしむらひらく＋畠山健嗣デュオ 

●ライブ配信：CLUB GOODMAN チャンネル

(https://www.youtube.com/watch?v=kxUUYA7HUwA) 

 
 

 

『GROUNDCOVER. -VIBESTREAMING FROM AKIHABARA-』  

ニューアルバム発売、新体制となった現行のGROUNDCOVER.をじっくりたっぷり堪能出来るワンマ

ンライブ！このまたとないチャンスをご自宅で！！ 

●日時：2020年5月31日（日） 20：00開演  

●出演：GROUNDCOVER. / ゲスト:チェロしおり(NA/DA) / VJ:TSV 

●ライブ配信：CLUB GOODMAN チャンネル

（https://www.youtube.com/channel/UC_QzzUeMvSprPIlKvFEnXRA/） 

https://www.youtube.com/watch?v=kxUUYA7HUwA
https://www.youtube.com/channel/UC_QzzUeMvSprPIlKvFEnXRA/


 
 

 

『秋葉原GMアワー Vol.1』 

CLUB GOODMAN がお届けする音楽情報番組「秋葉原GMアワー」。 

毎回CLUB GOODMANに出演している素敵なゲストをお迎えして、トークとライブを中心にお届け

する番組です。第一回目の今回のゲストは「harmonious」。 

最近では独自のYouTubeチャンネル「HOMEY」を立ち上げ、動画配信にも力を入れている｡ 

●日時：2020年5月27日（水） 20：00 開演  

●出演：harmonious 

●ライブ配信：CLUB GOODMAN チャンネル

（https://www.youtube.com/channel/UC_QzzUeMvSprPIlKvFEnXRA/） 

 
 

 

『HH&MM Free Session Live』  

完全インプロヴィゼーションによるフリーかつソウルフルなプレイをご自宅で。まるでその 場で作

曲をしていくかのような、息の合う二人のセッションライブを。 

●日時：2020年5月29日（金） 20：00 開演 

●出演：日向秀和（ストレイテナー、Nothing's Carved In Stone、HH&MM etc.） 

松下マサナオ（Yasei Collective、Gentle Forest Jazz Band、ZA FEEDO、HH&MM） 

●ライブ配信：CLUB GOODMAN チャンネル

（https://www.youtube.com/channel/UC_QzzUeMvSprPIlKvFEnXRA/） 

https://www.youtube.com/channel/UC_QzzUeMvSprPIlKvFEnXRA/
https://www.youtube.com/channel/UC_QzzUeMvSprPIlKvFEnXRA/


 
 

 

『ZABADAK / ワンマンライブ』 

ヴォーカル、アコーディオンの小峰公子が中心となる、現ZABADAKの貴重な配信ライブ。サポート

にギターの鬼怒無月とアコーディオンのオランを迎えたトリオ編成。名曲の生演奏をご自宅で。 

●日時：2020年5月30日（土） 19：30 開演 

●出演：小峰公子、鬼怒無月、オラン 

●ライブ配信：CLUB GOODMAN チャンネル

（https://www.youtube.com/watch?v=eoLAM6uSxYU） 

 
 

 

＜過去の配信ライブ情報＞ 

 

『是巨人ワンマンライブ』 

●日時：2020年4月15日（水） 19：30 開演 

●出演：是巨人[鬼怒無月（g） / ナスノミツル（b） / 吉田達也（ds）] 

●CLUB GOODMAN チャンネルにて配信 

●ダイジェスト動画公開中（https://www.youtube.com/watch?v=2jUJeo90vF4&t=791s） 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eoLAM6uSxYU
https://www.youtube.com/watch?v=2jUJeo90vF4&t=791s


 

 

『ニューグリフィンズ presents 『テレU-MA』』 

●日時：2020年5月5日（火） 19：00 開演 

●出演：ニューグリフィンズ / 猫道(猫道一家) / 他 

●CLUBGOODMANチャンネルにて配信 

 
 

 

『HH&MM Free Session Live』 

●日時：2020年5月8日（金） 20：00 開演 

●出演：日向秀和（ストレイテナー、Nothing's Carved In Stone、HH&MM etc.） 

松下マサナオ（Yasei Collective、Gentle Forest Jazz Band、ZA FEEDO、HH&MM） 

●CLUBGOODMANチャンネルにて配信 

 
 

 

『Artispark 特別編』 

●日時：2020年5月12日（火） 20：00 開演 

●出演：MiNaf / 瀬戸万莉愛 / 咲桜百花 / Nao+ / 鵜澤明日香 

●CLUBGOODMANチャンネルにて配信 

●アーカイブ動画公開中（https://www.youtube.com/watch?v=0svvUXeA1kg&t=454s） 

※5月19日（火）まで公開予定 

https://www.youtube.com/watch?v=0svvUXeA1kg&t=454s


 
 

 

『どついたるねんのワイルドサイドはクソだらけ！』 

●日時：2020年5月15日（金） 20：00 開演 

●出演：どついたるねん 

●CLUBGOODMANチャンネルにて配信 

●アーカイブ動画公開中（https://www.youtube.com/watch?v=EOFmlwwYFdQ） 

※5月22日（金）まで公開予定 

 
 

 

＜ライブ視聴方法について＞ 

・視聴は無料です。（投げ銭制） 

・お客様からのご支援（投げ銭）を受け付けております。お一人様何口でも可能です。 

・公演により投げ銭をいただいた方には後日映像特典をプレゼント。 

・投げ銭はLivePocket -Ticket- にて「投げ銭チケット」を販売しております。 

・基本的には一週間ほどアーカイブ動画をご覧いただけます。期間中は後からでも「投げ銭チケッ

ト」購入が可能です。 

※視聴方法は公演ごとに変わる可能性があります。詳しくはCLUB GOODMAN チャンネル

（https://www.youtube.com/channel/UC_QzzUeMvSprPIlKvFEnXRA）にてご確認下さい。 

 

 

■会社概要 

会社名：株式会社池部楽器店 

代表者：代表取締役社長 田中義章 

住 所：東京都千代田区神田佐久間河岸45 早川ビル2F 

https://www.youtube.com/watch?v=EOFmlwwYFdQ


設 立：昭和50年7月 

資本金：3000万 

事業内容：各種楽器及び関連商品の小売販売・通信販売事業・輸入、自社ブランド商品の企画・開

発・製造・卸売・小売販売、中古楽器及び関連商品の買取・販売、音楽練習スタジオ、楽器レンタ

ル、ライブホールの運営 

URL ：https://www.ikebe-gakki.com/ec/cmShopTopPage1.html 

 

 
 

 

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】 

株式会社池部楽器店 広報担当 百瀬 

TEL：03-5809-1125 FAX：03-3862-9146 

MAIL：kana.momose@ikebe.co.jp 

https://www.ikebe-gakki.com/ec/cmShopTopPage1.html

