
令和２年８月 26日 
経済観光文化局コンテンツ振興課 

９月は毎日が音楽の祭典だ！ 
“MUSIC ACTION FUKUOKA”が開始されます 

毎年９月福岡では，「Sunset Live」を皮切りに，「中洲ジャズ」「九州ゴ
スペルフェスティバル in 博多」「FUKUOKA ASIAN PICKS」「MUSIC
CITY TENJIN」と，さまざまなジャンルにわたる音楽イベントが福岡ミュージ
ックマンスとして毎週末開催されてきました。
今年の福岡ミュージックマンスでは，福岡の音楽産業支援キャンペーン
「MUSIC ACTION FUKUOKA」が 9月１日より開始されますので，お
知らせします。 

１ MUSIC ACTION FUKUOKA について 
9 月の 1 ヶ月間「毎日」，音楽ライブや学びをテーマとしたカンファレンス
の配信など，様々な音楽プログラムが開催されます。 
また，チャリティソングやライブ配信情報のポータルサイトを制作し，毎
日開催されるイベントのプロモーションが幅広く行われる予定です。 
詳しくは別添資料をご参照ください。 

２ 福岡ミュージックマンスについて 
毎年９月の毎週末に開催される音楽イベントを総括して「福岡ミュージック
マンス」と名付け，“音楽都市・福岡”として全国・アジアに向けた情報発信
を実施することで，広域集客などによるさらなる街の賑わい創出と音楽産業
の振興を目指した取り組みを行っています。

＜問い合わせ先＞ 
ＭUSIC ACTION FUKUOKA／福岡ミュージックマンスに関すること 
福岡ミュージックマンス主催者会事務局(We Love 天神協議会内) 平山 
電話︓092-734-8750 FAX︓092-718-733 

本リリースに関すること 
経済観光文化局国際経済・コンテンツ部コンテンツ振興課 中村 
電話︓092-711-4332（内線 2590） 



 

《 本件に関するお問い合わせ先 / 取材申し込み先 》 
福岡ミュージックマンス主催者会事務局 (We Love 天神協議会内) 

TEL : 092-734-8750  FAX : 092-718-7331 
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報道関係者各位       

全 4 枚                               2020 年 8 月 26 日 (水 ) / 福岡ミュージックマンス主催者会  

 
福岡ミュージックマンス主催者会（以下、FMM）が主催する、福岡の音楽産業支援キャンペーン   
「ミュージックアクション福岡（以下、MAF）」を 9 月より開始いたします。MAF は、新型コロナウ
イルス感染症の拡大により甚大な影響を受けている、福岡の文化芸能を支える多くのエンタメ関係者
を支援することを目的とし、9 月の一ヶ月間を通じて、音楽ライブや学びをテーマとしたカンファレ
ンスなど、様々な音楽プログラムを開催します。また、チャリティソングやライブ配信情報のポータ
ルサイトを制作し、毎日開催されるイベントを幅広くプロモーションしていきます。  
 

“福岡ミュージックマンス”とは？ 
毎年 9月、福岡県内では「Sunset Live」を皮切りに、 

「中洲ジャズ」「九州ゴスペルフェスティバル in博多」 

「FUKUOKA ASIAN PICKS」「MUSIC CITY TENJIN」と、さまざ

まなジャンルにわたる音楽イベントが毎週末に開催されてい

ます。これらのイベントを総括して「福岡ミュージックマン

ス」と名付け、“音楽都市・福岡”として全国・アジアに向

けた情報発信を実施することで、広域集客などによるさらな

る街の賑わい創出と音楽産業の振興を目指しています。 

 

福岡の 9月を彩る音楽プログラム「福岡ミュージックマンス」主催 

音楽動画を毎日配信「MUSIC ACTION FUKUOKA」 

福岡市内のライブハウスや地元アーティストを支援！チャリティソングも！ 



 

《 本件に関するお問い合わせ先 / 取材申し込み先 》 
福岡ミュージックマンス主催者会事務局 (We Love 天神協議会内) 

TEL : 092-734-8750  FAX : 092-718-7331 
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９月は毎日が音楽の祭典だ！“MUSIC ACTION FUKUOKA”とは？ 
福岡市内の主要なライブハウスやミュージックベニューを活用して、9 月の 1 ヶ月間「毎日」オンラ

インイベントを開催します。イベントの場を稼働させることで、アーティストの発表の場を生み、そ

れらを支えるエンタメ事業者の稼働にも繋げる、循環型のイベント支援プロジェクトです！ 

 

▼ 注目イベント紹介 

オープニングイベント「Beat goes on」会場：border 

MUSIC ACTION FUKUOKA のオープニングを飾るライブ配信イベント。トークゲストに音楽プ

ロデューサーの「松隈ケンタ」や映像監督「清川進也」を迎えるほか、地元アーティスト

「NYAI」によるスペシャルライブも披露！  

SunsetLive（サンセットライブ） 

福岡の夏の終わりを締めくくるライブイベント。糸島の絶景ポイントから、過去映像を含

む 1日限定の配信ライブをお届けします。 

 

ASIAN PICKS（アジアンピックス） 

アジア音楽カルチャーイベント。アジアの NEWアーティスト紹介やマーケットやトレンド

を学ぶカンファレンスなど、ミュージシャンやクリエイターの未来に繋げる、出会いと学

びを目的としたアジア音楽交流イベントです。今年は台湾音楽シーンを大特集！ 

 

NAKASU JAZZ（中洲ジャズ） 

多くの市民の皆さんのリクエストに応え、当日限りのライブ配信と過去の中洲ジャズの映

像を配信します。 

 

九州ゴスペルフェスティバル in博多 

毎年 JR博多駅前広場で行われる、日本最大級のゴスペルイベント。来年へとつなぐための

スペシャルコンテンツを配信します。 

 

MUSIC CITY TENJIN（ミュージックシティ天神） 

天神の街中に音楽があふれ出すイベント。今年は福岡ゆかりのアーティストのライブや、

過去映像等を配信します。 

 

 

 9月 1日(火) 
 

 

 

 

 

9月６日(日) 
 

9 月 12 日(土)〜13 日(日) 
 

 9 月 20 日(日)〜21 日(月・祝) 
 

9月 20日(日) 
 

9月 26日(土) 
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MAFチャリティソングプロジェクトが始動！  
福岡ゆかりのミュージシャンやタレントなど、50 組以上約 90 名が参加し、コロナ禍の人々に贈る

「応援ソング」を制作するプロジェクトが始動！サウンドプロデューサーは、BiSH、豆柴の大群、柴

咲コウ、中川翔子など数多くのアーティストを手掛けてきた松隈ケンタが担当！  

 

チャリティソング「Beat goes on」 

作詞：深町健二郎 / 松隈ケンタ、作曲：松隈ケンタ 

Guitar&Vo：松隈ケンタ(Buzz72+) / Guitar:鮎川誠 

Bass：北島ノリヒロ(Buzz72+)  
Drums：轟タカシ(Buzz72+)  
Recording Engineer：戸田清章(ソリッド・サウンド・ラボ)  
協力：福岡スクールオブミュージック&ダンス専門学校 

※左記ジャケットはイメージです。参加者のサインが入ったジャケットデザインを予定。 

※９月１日(火)より各音楽配信プラットフォームにてデジタル配信を行います。(有料 ) 

※MAF の YouTube チャンネルにて９月１日(火) 20 時ミュージックビデオ解禁 

MAF の YouTube チャンネル URL / https://www.youtube.com/channel/UCIAHosejirr8DTJFxojyqQA 

サウンドプロデューサー：松隈ケンタ（SCRAMBLES代表） 

福岡県出身。ロックバンド、Buzz72+を率いて上京後、2005年に avex traxからメジャーデビュ

ー。バンド活動休止後に作詞・作曲家として楽曲提供を始める。BiSH、豆柴の大群、柴咲コウ、

中川翔子など数多くのアーティストを手掛ける傍ら、音楽セミナーを行うなど、新人アーティス

ト育成にも力を入れている。 

▼ 参加アーティスト一覧（順不同） 

鮎川誠 /シーナ/LUCY/浦田賢一(サンハウス)/鶴久政治/百々和宏(MO’SOME TONEBENDER)/田渕ひさ子(NUMBER GIRL)/松隈ケンタ

/Buzz72+/tatsuo/カンニング竹山/石原良純/田口浩正/振付稼業 air:man/コンバット満/ケン坊田中/高田課長/マサル/九州新喜劇/博多おっしょ

いズ/ゴリけん/パラシュート部隊/波田陽区/町田隼人/HKT48/LinQ/ばってん少女隊/チャントモンキー(BiS)/髙島宗一郎(福岡市長)/田畑竜介(RKB

アナウンサー)/長岡大雅(KBC アナウンサー)/橋本真衣(TNC アナウンサー) /結城亮二(TVQ アナウンサー)/若林麻衣子(FBS アナウンサー)/斎藤ふみ/中

上真亜子/内村麻美/吉本一椛/大島向葵/fumika/バンバンバザール/Leetspeak monsters/池上ケイ/ヒロ(イーシス)/FREAK/YASS(ビーグルクルー)/

坂田隆一郎(10神 ACTOR)/九星隊/ヤバイ仮面/オーガマン/空狐 3000/猫 jealousy/The コットンクラブ/虎太朗/岡部諒輔/米岡誠一/栗田善太

郎/深町健二郎(敬称略・順不同) 

 

 

 
   

https://www.youtube.com/channel/UCIAHosejirr8DTJFxojyqQA
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福岡市内の主要ライブハウスやミュージックベニュー等でも連日音楽ライブを配信！ 

(会場リスト) 

LIVLABO / UTERO / Kieth Flack / IBIZARTE / public bar Bassic．/ Queblick / graf / Livehouse & cl
ub PEACE / ROOMS / The Voodoo Lounge / border / HOME / Cavern Beat / LiveHouse CB / Deja-
vu / ENOTH Akasaka Studio / 弦楽器工房まつもと / The FIVE Pennies / JAZZ CLUB KINGFISH / スペ
ーステラ ほか (順不同) 
※会場は今後も増える可能性があります。 

クラウドファンディング実施中！（詳細はこちら＞https://camp-fire.jp/projects/view/307530） 

 

MUSIC ACTION FUKUOKA の実施にあたり、現在クラウドファンディ

ングを実施中（〜9 月 30 日まで）。本趣旨にご賛同頂いた６名の

地元クリエイターにもご協力頂き、限定デザイングッズをリター

ン品としてご用意しました。皆様のご支援とご賛同を、心からお願

い申し上げます。 

■参加クリエイター（一覧） 

NONCHELEEE / Pantovisco / WOK22 / 世戸ヒロアキ /  

ますだみく / たなかみさき（計 6 組） 

 

音楽ライブ配信情報ポータルサイト（詳細はこちら＞https://maflive.jp） 
 

連日開催される音楽ライブ配信情報のポータルサイトを立ち上げま

す。９月の福岡の最新のライブやトークなどのイベント情報を確認

することができます。 

 

▼ MUSIC ACTION FUKUOKA概要 

【開催期間】  2020 年 9月 1日(火)～30 日(水) 

【主  催】  福岡ミュージックマンス主催者会 

会長,総合プロデューサー/深町 健二郎・サンセットライブ実行委員会代表 /林 憲治 

NAKASU JAZZ実行委員会代表/中岡 生公・九州ゴスペルフェスティバル in 博多 実行委員会代表/前原 光伸 

FUKUOKA MUSIC FACTORY実行委員会代表/荒木 明徳・ミュージックシティ天神運営委員会代表/松尾 伸也 

福岡市経済観光文化局 国際経済・コンテンツ部 コンテンツ振興課長/中村 大志 

株式会社九州 TSUTAYA 取締役/南原 尚幸・We Love 天神協議会事務局長/荒牧 正道 (順不同) 

【協  賛】  SPACE SHOWER / SKIYAKI 

【協  力】  福岡市/博多まちづくり推進協議会/We Love 天神協議会/株式会社九州 TSUTAYA/ 

S.O.L.I.D sound lab / SCRAMBLES / 福岡スクールオブミュージック&ダンス専門学校 and more...(順不同) 

https://camp-fire.jp/projects/view/307530
https://maflive.jp/
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