
CREATIVE DIRECTION TETSUYA CHIHARA

勝手にサザンDAY
～みんなの熱い胸さわぎ2018～

2018.9.19 代々木公園野外音楽堂にて開催
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アーティストからのメッセージ

クラウドファンディングについて

実施概要



イベントロゴ

主催：千原徹也（れもんらいふ）
制作：勝手にサザン委員会
後援：朝日新聞社、渋谷区観光協会

【  イベント概要 】

約3000人が来場！
賛同したアーティスト19組が出演した
勝手にサザンDAY  ～みんなの熱い胸さわぎ2018～

サザンオールスターズのデビュー4 0周年を記念して、2018年9月19

日 (水 )に「勝 手にサザンD AY～みんなの熱い胸さわぎ 2 0 18～」を

代々木公園野外音楽堂にて開催した。このイベントは、株式会社れもん

らいふ代表の千原徹也が発起人となり、サザンオールスターズをリスペ

クトするアーティスト・D Jら総勢18組を招いて行った。記録的豪雨が

続いていた中、当日は快晴となり、デザイン会社最大の愛に溢れたフ

リーライブイベントとなった。また、このイベントを主催するにあたり、

クラウドファンディングサービス「C AMPF I R E」にて支援を募り、全国

から集まった支援金でステージ設営やグッズ制作を行うことでファン

の手でつくるファンのためのサザンオールスターズフェスを実現した。
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桑田佳祐「がらくた」CDジャケット 桑田佳祐「がらくた」LIVE TOUR 2017 LIVEDVD

【  企画を始めたきっかけ 】

アートディレクター／株式会社れもんらいふ代表 
1975年京都府生まれ。デザインオフィス「株式会社れもんらいふ」
代表。広告、ファッションブランディング、CDジャケット、装丁、雑誌
エディトリアル、WEB、映像など、デザインするジャンルは様々。桑田
佳祐 アルバム「がらくた」のアートディレクションや、関ジャニ∞ アル
バム「ジャム」のアートディレクション、ウンナナクールのブランディ
ング、小泉今日子の35周年ベストアルバム、装苑、NHKガッテン！、
adidas Originalsの店舗などが知られている。 
近年では、フランスのハイジュエリーブランドCHAUMET×アーティ
スト千原徹也のコラボレーション企画に参加。さらには、サインペン
を使用してキャンバスに描くアート活動や、iTunesでのラジオ配信、
京都「れもんらいふデザイン塾」の開催、東京応援ロゴ「キストー
キョー」のデザインなどグラフィックの世界だけでなく活動の幅を広
げている。 
https://lemonlife.jp/ 

千原徹也

サザンの大ファンである千原徹也の
「サザンに恩返しをしたい」という
熱い思いから始まった

幼少期からサザンオールスターズのファンで30年以上ファ

ンクラブに登録していた千原は、昨年桑田佳祐のアルバム

「がらくた」のアートディレクションを担当し、CDジャケッ

トから、ライブツアーグッズ、ライブDVDまで1年間デザイ

ンを手がけた。そして今年で40周年を迎えたサザンオール

スターズだが、40周年企画の発表に夏のイベント開催予定

はなかったため、ファンの一人として、ファン同士が一体に

なれる、ファンからサザンオールスターズへ恩返しができ

る、そんなイベントができないかと企画し勝手にサザン委

員会が発足した。

企画発足からイベント当日まで2ヶ月を切っている中、サザ

ンオールスターズのファンと知られるアーティストや、千原

自身がこの人に歌って欲しいと思うアーティストに千原の

思いを手紙にしたため、レーベルや公式サイトの出演依頼

ページなどからオファーをすることから始まった。既にス

ケジュールが埋まっているアーティストも多かったが、想い

に賛同したアーティストは19組集まった。
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千原が直筆で書いたメッセージ

【 賛同したアーティスト 】

安藤裕子 とけた電球(岩瀬賢明) おとぎ話
(Vo.有馬和樹、Gt.牛尾健太)

かせきさいだぁ

小西康陽 坂本美雨 佐藤千亜妃（きのこ帝国） SHE IS SUMMER

DJダイノジ（大谷ノブ彦） 浜崎貴司（FLYING  KIDS） フィロソフィーのダンス

ワンダフルボーイズ  

MEGUMI オープニングパフォーマンス

フレンズ
（おかもとえみ、ひろせひろせ）

DJやついいちろう
（エレキコミック）

LUCKY TAPES Licaxxx
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【 アーティストから届いた熱いメッセージ 】

サザンオールスターズ のイベントをデザイナーさんがやる！！それってどん
な感じ？？ってとこから、打ち合わせして、千原さんの熱量にこれはすごい
ことになるぞって思いました。 サザンオールスターズ は普通に好きで。実は
一番聴いたのは桑田佳祐さんのソロアルバム『孤独の太陽』なんですけどね。 
あれはなんでか中古盤に出回ったら買って友だちに配ってたこともあるくら
い好きです。 サザンのナンバーが大好きになったのは DJ やりだして曲聴きこ
みだしてからですね。アルバムの曲本当好きです。 あとサザン好きな人って
基本熱くて。 なんで好きなのか聞くとすごく語ってくれる。その理由がとて
も個人的な物語だったりするんですがそこからその曲が鮮やかに聞こえるよ
うになるのね。マキタスポーツ君が言う背景食いってやつですね。一番の調
味料やなと。あとスージー鈴木さんって方のコラムが本当に面白くて。あの
方のサザン論とか読みながら、こういう批評と個人の背景と現場での底抜け
のエンタメでの楽しさ、そういうもの全て内包してるとこが本当最高やなっ
て思うんですねー いろんな側面、多角的な魅力がサザンの素晴らしいとこか
なと。 なので、そんなイベントになるといいなぁって思います。 
僕は DJ やるんですが、いつもダンサーの方いるんです。そのダンサーをや
れる権利をクラウドファンディングのリターンで出すのどうですか？と提案
させてもらいました。 ファンの方が踊るのが一番オモロいやろうなぁって。 踊
りは全然上手くなくていいです。 楽しくて、熱くて、愛に溢れてたらそれで。 
あとクラファンで最近よくあるスタッフできる権利。 ファンの方が作るイベ
ントなら尚更いいんじゃないのかなと。 リターンはいろいろあるんで是非参
加してみてくださいませ。 一緒に作り上げましょう！ 
      　　　　　　　　　　  大谷ノブ彦

1970 年代後半に湘南で青春を迎えてたら、ファンタオレンジやファンタグ
レープみたいな日々だったんだろうな！波に乗ったり船に乗ったりバイクに
乗ったりあの橋で恋の終わりを知ったりビッグスエルを待ったり潮風で色々
錆びたり。 そんな気分にさせてくれるサザンオールスターズと吉田聡先生が
大好きです。           
　　　　　　　  Sunday カミデ (ワンダフルボーイズ /TENSAI BAND II)

「情に棹させばサザンオールスターズに対する想いなんて ただとにかくめ
ちゃくちゃ好きとしか言えません。 当たり前のように自分の中から自然と湧
き上がってくる感情なんです。 1981 年生まれなので 初めて聴いたサザンオー
ルスターズは たぶんカブトムシの「Southern All Stars」だと思います。 アダ
ルトでエロいのに どこか懐かしい感じもあって 「嗚呼、これがオトナか。」 と
幼心に突き刺さりました。 それから思春期を経て僕はオトナになり 今も事あ
るごとにサザンを聴きます。 未だに聴けば聴くほど解釈が変化するサザンの
曲に 何度も救われて、何度も笑われて、 勝手に感謝しっぱなしです。 そんな
自分が 勝手にサザン DAY に参加できるなんて感無量です。。 ということでみ
なさん、 当日は全力でふざけて笑って涙しましょう！」
　　　　　　　　　　　　  有馬和樹（おとぎ話）

「いつも身近に日本中を包み込んでくれているサザンオールスターーズの音
楽。時にアバンチュールに時に切ないラブソングたちは色んな世代の方の色
んな思い出がつまっている匂いがして胸が熱くなります。そんな思いを抱き
当日それぞれの思い出を胸に、私も歌わせていただけることをとても楽しみ
にしています！」　　　　　　　　　　　　　SHE IS SUMMER

キラキラで儚い、そんな名曲をこの世界にたくさん産み出して来た、まさに
海のようなバンド、サザンオールスターズ。こんなにも偉大なバンドの 40 周
年を祝うイベントに出演できてとても嬉しく思います！
　　　　　　　　　　　　 LUCKY TAPES / 高橋健介
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【 クラウドファンディングの実施 】

予算表
ファンみんなでつくりあげるフェスということで、何にいく
ら使われるのかまた、利益のためのクラウドファンディン
グではないことを、ステージ制作予算をWEBサイト上で
公開することで資金の透明性を確保した。

ファンみんなで作り上げるイベントにするた
めクラウドファンディングCAMPF IR Eを起用

ファンのためにイベントを開催するという一方向のコ

ミュニケーションではなく、サザンオールスターズに

ファンの意思表示を示したい、ファンみんなでつくりあ

げるイベントにしたい、という思いでクラウドファンディ

ングを起用。目標額は30 0 0万に設定し、企画に賛同し

て金銭的に支援するものだけでなく、ダンサーとしてス

テージにあがったり、イベント当日のスタッフとしての参

加、千原が直接企画やデザインするコースなど、全16種

類のリターンを用意した。最終的には目標額に到達しな

かったものの、255人の支援者が集まり、イベントを開

催することができた。アーティストも多かったが、想い

に賛同したアーティストは19組集まった。
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会場・ライブの様子

クラウドファンディングのリターン[参加型コース]

出店屋台

当日限定特別ブース

協賛企業とのコラボレーション

当日の様子



【イベントの様子】

入口ゲートには大きなWelcomeタペストリー 支援者の名前を掲載したタペストリー

一般開場前には来場者の行列ができていた 受付
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提灯を並べた櫓には、タイムテーブルとアーティスト一覧のタペストリー ワコールブースで配布していたうちわを振り、盛り上がる来場客

300個の提灯が会場を明るく灯いていた

暗くなり始め提灯に光が点り始めた

ゲート横には運営支援グッズの販売とサザンに手紙を届けるブースを設定
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ステージの横にはDJブースを設置し、ステージ優先席には座席も用意していた約3000人が来場して熱狂していた

平日の開催にも関わらず、全国各地から続 と々人が集まっていた

DJブース
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いとしのエリーズ&桑田研究会バンド PM 16:00
オープニングパフォーマンスとして、”桑田研究会バンド”と”いとしのエリーズ”の共演からスタート。圧倒的な歌唱力は
もちろん、女性ダンサーを交えるなど、サザンオールスターズのライブさながらの演出で会場のファンを大いに沸かせた。

フィロソフィーのダンス PM 16:50
出演者で唯一のアイドルグループ。サザンの最新曲「壮年JUMP」を披露。歌詞に
「アイドル」が入っていることもあり、”フィロソフィーのダンス”にピッタリの選曲だった。

DJ Licaxxx  PM 16:30
女性DJ、Licaxxxは、幅広い選曲でスタート前のイベント会場を温めた。

MC MEGUMI、DJ TARO PM 17:00 START
「ladys & Gentlemen welcome to the 勝手にサザンDAY~~~!!!!」と登場。
オープニングファンファーレで流れた曲は、実際にサザンのライブで使われたこともある「展覧会の絵」
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おとぎ話 （Vo.有馬和樹、Gt.牛尾健太） PM 17:10
“わすれじのレイド・バック”と”栞のテーマ”を熱唱し、ボーカル有馬の
コールで来場客全員で合唱。来場客の中には涙する人も。
ステージと会場が一つになった瞬間だった。

佐藤千亜妃（きのこ帝国） PM 17:00
ツアー最中に駆けつけ参加し、名曲の「TSUNAMI」を熱唱。会場中が感動に包まれていた。

とけた電球(岩瀬賢明) PM 17:05
アコースティックギターの弾き語りで一人での参加だったが、それまでのバンドやダンサーの演奏イン
パクトに負けないパワフルな歌声で”東京VICTORY”を披露した。

DJやついいちろう（エレキコミック） PM 17:20
”女神達への情歌”から始まる渋い選曲。
夕方に”夕方HOLD ON ME”を持ってくる
最高のシチュエーションだった。

ワンダフルボーイズ PM 17:40
バンドの振り幅を感じる選曲の“エロティカ・セブン”と”Oh!クラウディア”の
2曲を演奏。パフォーマンスも熱く、夜のライトに照らされたステージでの演奏で
会場を魅了していた。
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LUCKY TAPES PM 18:10
"涙のキッス"を演奏。サザンのライブの世界観がリンクし、演奏と歌声が会場の心地よさと
曲の心地よさが重なるステージだった。

DJダイノジ（大谷ノブ彦） PM 17:50
クラウドファンディングで募集したダンサーを引き連れ、ノリの良いDJ"マチルダBABY"から”艶色THE NIGHT CULB"へ。
そして"いなせなロコモーション"から"HOTEL PACIFIC"へ、最後にはお客さん含めて"TSUNAMI"を大合唱し、会場の一体感は最高潮となった。

DJ 小西康陽 PM 18:15
プレイ中にアクシデントで音が流れない瞬間があったが、大学時代同じ音楽サークル出身で桑田さんと会話したという
トークでつないだり、「千原くん、一緒にあがろうよ」と声をかけ、千原もDJブースへ。更に会場を盛り上げて行った。
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安藤裕子 PM 19:05 
サザンの楽曲でもマイナーソングの”松田の子守唄”を熱唱。伸びる歌声が会場全体に広がり、心に沁みる演奏だった。

かせきさいだぁ PM 19:00
ジョギングシャツとパンツの登場で"C調言葉に御用心"を熱唱し会場を沸かした。
夏になると聴きたくなる歌声の世界感がサザンとリンクしていた。

坂本美雨 PM 18:50
原由子さんの名曲"花咲く旅路"を披露し、月に照
らされたステージが美しく会場の涙を誘い込んだ。

フレンズ(おかもとえみ、ひろせひろせ) PM 18:40
"海"から"いとしのエリー"を歌い、会場の空気がサザンと溶け込んでいく。
サザンのライブかと思わせるようなすばらしい空間だった。

SHE IS SUMMER PM 18:55
“LOVE AFFAIR～秘密のデート～”を彼女ならではの
ドラマチックな振り付けで演奏し、会場を更に盛り上げた。
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浜崎貴司（FLYING KIDS） PM 19:10
"ミス・ブランニュー・デイ"と"思い過ごしも恋のうち"を演奏し、力強い歌
声っで会場を圧倒した。

千原徹也のあいさつ PM19:25
最後に千原から出演者・来場者への挨拶。勝手にサザンDAYを無
事開催できたことと、やっぱりサザンはすごい、と感謝の気持ちを述べた。

フィナーレ PM19:30
最後にみんなで"Ya Ya (あの時代を忘れない)"を歌唱。会場全体が一つになり、感動と笑顔で溢れていた。

スペシャルバンド PM 19:20
最後のアンコールでは"勝手にシンドバッド"を出演者全員で演奏。
3000人で合唱したラララ~!のフレーズは圧巻だった。
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【 クラウドファンディングのリターン（参加型コース） 】

座談会コース
サザンオールスターズについて千原と語る座談会。ここまでの苦労話
や、「がらくた」のデザイン秘話などを語った。名古屋、静岡、関西など地
方から集まった支援者も多く、年齢層は様々で、サザンオールスターズ
が色んな世代に愛されているということを再認識する座談会となった。

ダンサーコース
DJダイノジ大谷さんの提案により実現したリターン。出演前に支援
者とダンサーと輪になって練習するところから始まり、DJダイノジの
演奏に合わせて支援者も一緒にステージへ。みんなでダンスを披露
し、会場を盛り上げた。

スタッフコース
チラシ配りや受付スタッフ、導線確保などをはじめ、普段見ることので
きないステージ裏を巡るツアーも含まれたスタッフコース。イベント終
了後、スタッフとして運営に参加した支援者から来場者としてではなく
スタッフとして参加して本当によかったという熱いメッセージが複数届
いており、ファンがつくるファンのためのフェスというのを体感してもら
うことに成功した。
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【 フードブース 】

12店舗のフードトラックが出店

イベント会場に、テーブスセットを設置し、飲食団欒できるスペース

は昼夜問わず賑わっていた。

出店店鋪

・アイスコルネット
・キミドリ
・スパイラル
・6curry
・大黒天
・牛串屋
・プライマル
・ポテトステーション
・麦とろ人
・リコカレー
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法被

背面

Tシャツ（黄色） 

Tシャツ（黒）

【 運営支援グッズ 】

マフラータオルマフラータオル

オリジナルグッズを4点制作・販売

今回のイベントでは、クラウドファンディングのリターンと

してオリジナルグッズを4点制作。クラウドファンディング

の「スタッフコース」や「ダンサーコース」で集まった支援者

は法被を着用して会場を賑わせていた。また、当日は不足

していた運営資金を支援してもらう、運営支援BOXを設

置し、法被、Tシャツ、タオルは運営資金、会場設営資金に

あてるという目的のもと販売した。サザンファンやイベン

トの来場者だけではなく、たまたま会場前を通りかかった

音楽好きな人にも購入してもらうことができた。
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呼びかけのフライヤーを会場内で2000部配布

ロゴの入った黄色いポストカード

手紙ブース撮影の様子

「素敵な夢を叶えましょう」実施フロー

【  サザンに手紙を届けるプロジェクト実施 】

これからのサザンに、
サザンへの夢・愛、みんなの想いを
サザンに届けたい

当日スペシャル企画「素敵な夢を叶えましょう

～みんなでサザンに手紙を届けようプロジェク

ト～」を実施。企画内容は、ファンにこれからの

サザンへの夢や愛を手紙に書いてもらったも

のを、ファン自身が持って撮影し、手紙ととも

にファン自身の写真もサザンに届けるというも

の。イベント当日、特設ブースにはサザンファン

だけでなく、老若男女問わず来場客が訪れ賑

わっていた。出演アーティストからも手紙が寄

せられ、合計で515枚集まった。
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沢山の人が思い思いのメッセージを書いてくれた。 撮影をしている様子

来場者からの沢山のメッセージ

メッセージは出演者からも寄せられた

メッセージBOXメッセージBOX
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袋の中にはれもんらいふがデザインをした
グッチョイクーポンのチラシ、アイア株式会社
のチラシ、きゅーりのキューちゃんを封入。

可愛いパッケージングのパンツ”ワコール”からは「パンツ釣り¥500」と言うユニークなブースを設置。ブースの前には大きな看板

サザンの楽曲「I AM A PANTY」をパロディして作ったコラボうちわ

ゴムひもに金具をつけて繰り上げる方法

【 千原を支援する企業とのコラボレーション 】

支援企業 ：株式会社ワコール、東海漬物株式会社、アイア株式会社、
　　　　　株式会社東急電鉄

サンプリング・チラシ配布に加え
遊べる特設ブースも

クラウドファンディングでは支援企業・団体向けに「サン

プリング配布コース」「チラシ配布コース」を用意。イベン

ト当日、受付などでグッチョイクーポンのチラシ、アイア

株式会社のチラシ、きゅうりのキューちゃんを配布した。

また、“ワコール”は、サザンの楽曲「 I  A M  A  PA N T Y」

にかけて、可愛くラッピングされた女性用のパンツを子

ども用のプールに浮かべ、1回5 0 0円で釣れるという遊

べる特設ブースを設置。用意されたパンツは完売となっ

た。イベントには欠かせない“うちわ”も、ワコールとのコ

ラボレーションで２０００個が用意され、会場を彩るアイ

テムとなった。 
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ロゴデザイン

チラシ

タペストリー各種

ウェブサイト

提灯、ステージ

デザイン



メインロゴ

入場ゲート

【 会場デザイン 】

アートディレクター　千原徹也（れもんらいふ）
デザイナー　YOPPY（れもんらいふ）
　　　　　　加藤美沙希（れもんらいふ）
　　　　　　川﨑塁（れもんらいふ）
　　　　　　Yuria Oku（れもんらいふ）
WEBコーディング　古屋悠

タイポグラフィーロゴと提灯で祭感を演出

サザンオールスターズのイメージを詰め込んだ40のグラフィックと、手書

きで書かれた文字とを組み合わせたれもんらいふらしいタイポグラフィー

ロゴを制作。ステージ、入場ゲート、タペストリーなどに展開した。

ロゴの入った提灯も30 0 個制作し、櫓やステージD Jブースに設置し夏の

夜の祭感を演出した。
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フライヤー表面 裏面
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タイムテーブル タペストリー 出演者一覧 タペストリー 支援者一覧タペストリー
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webサイト

提灯

ステージ
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チラシ配布

ブログの開設

ラジオ出演、CINRAでの対談

桑田佳祐さんご本人からのメッセージ

PR 施策



【 チラシ配布 】
「いとしのエリーズ」のライブ会場では100名以上の観客全員に手渡しでチラシを配布。

チラシ設置協力店鋪

・新宿 タワーレコード
・渋谷 タワーレコード
・新宿 ビレッジバンガード
・渋谷 ビレッジバンガード
・下北沢 ライブハウス”440”
・下北沢 モナレコード
・下北沢 Bar wested time
・下北沢 captain doughnut
・渋谷 ライブハウス O-east 系列店
・渋谷 ライブハウス Duo
・マグネット
・J-wave
・渋谷 “ト灯”
・マークシティ
・青ガエル
・もしもし BOX
・渋谷区 役所商工観光課
・渋谷区 コインスペース (2 箇所 )
・レストラン 100番地 LAND Seafood
・Suzu cafe
・Bar せくめと 
・ワイアードカフェ 16 店鋪
・カフェカンパニー系列店 ２店舗
・表参道 “さしあん”

総数50 0 0枚を飲食店やライブハウスなどで設置・配布

した。サザンオールスターズのコピーバンド「いとしのエ

リーズ」の協力を得て、ライブ会場で千原が観客約10 0

名ひとりひとりに直接チラシを配って回り告知すること

ができた。
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【 ブログの開設 】

アメーバブログにて
「僕とサザンと2018」開設

８月1 6 日にブログ を 開 設 。「 勝 手 に サ ザン

DAY」を始めたきっかけや日々の活動、リアル

な心情などのイベント関連の話だけでなく、サ

ザンを好きになった理由、れもんらいふでの

「がらくた」制作についても投 稿。「苦しい現

実」というタイトルでクラウドファンディング

でイベントを実施する難しさや千原本人の素

直な心情を書き綴ると、ブログの閲覧数が数

百人と増えていった。イベント当日、ブログを

見ていた来場客が「息子さん大丈夫？」「がん

ばったね！ 」「 ステキなイベントをありが と

う！」と千原に声をかける場面も見られた。

29



東京FM「高橋みなみのこれから、何する？」 “CINRA” にてDJダイノジ大谷さんと対談

渋谷のラジオ

J-wave 「STEP ONE」

【 メディア出演 】

複数のラジオに出演
C INR AにてDJダイノジの大谷さんと対談

イベントの告知で計4つのラジオ番組に出演。東京 FM

「高橋みなみのこれから、何する？」では、アートディレク

ターとしてデザインに関する話のほか、「勝 手にサザン

DAY」の活動話をした。C I N R Aでのweb掲載では出演

アーティストのひとりであるD Jダイノジの大谷さんとの

対談し、「がらくた」に携われたことへの恩返しがしたい、

「４０周年の節目にイベントを立ち上げたい」と、サザン

への思いや、イベントへの熱意を語った。
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【 桑田佳祐さんの元に、熱い想いが届いた 】

9月15日放送

イベント終了後の9月23日放送のラジオでは、開催したことについて
「千原さん、ありがとうね、またね！」との言葉をもらった。

「代々木公園でね”勝手にサザンDAY”というのをね、さっき”ホトトギス”かけまし
たけれども、去年”がらくた”というアルバムを作って、あのアヒルちゃんのアレのデ
ザインをしてくれた千原徹也さん～聞いてる～？笑
それと一月に一度ラジオですれ違うダイノジ君もね、そして小西君もね、この９月
１９日に出演するみたいで、千原徹也さんが中心になってやってくれるみたいで
ね。千原徹也さんありがとうね！差し入れ～三ツ矢サイダー差し入れでね！日本
ハムとかね！させて頂いたりとかね。

なんでも言ってくださいね千原さん！なんでも差し入れします！笑」

てもらった。何度も名前を呼び、「ありがとうね」との言

葉をもらえたことは、勝手にサザンDAYを企画してから

一番の驚くプレゼントだった。イベント後にもラジオにて

話題を出してもらい、イベントを企画して良かった、想い

が届いた。と感動がとまらない瞬間でもあった。
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ウェブニュースでの取り上げ

朝日新聞での取材

SNSの反響

メディア反響



【 メディア掲載 】
yahoo!ニュース

掲載されたwebメディア

朝日新聞 取材 ナタリー

ザ・テレビジョン

NEVERまとめ

デイリー

東スポweb

朝日新聞の取 材でサザンとの出会いについて

語ったほか、3回に分けて行ったアーティスト発

表のプレスリリースの度にwe bメディアに掲載

され た。また、イベント後 も進 行 の 模 様、アー

ティスト情報などが自然と拡散され、最終的に

以 下 の メ デ ィア に 掲 載 さ れ た 。開 催 後 の

Tw i t t e r ではトレンド16位にランキング入りし

ている。
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【 SNSの反響 】

and more...and more...

イベント終演後から数日、「勝

手 に サ ザン D A Y 」の 話 題 が

S N S で と び か っ て い た 。

Tw i t t e r では「 #勝 手にサザ

ンD a y 」というハッシュタグ

をつけた来場客のツイートが

約500件以上にも及んだ。

出演者・ダンサーも、それぞれ

写真とともに思いを綴ってい

た。
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運営体制図

運営スケジュール

運営



【 体制図・運営スケジュール 】

PR 舞台制作/施工 運営

サザンファン主催 / 発起人

企画

千原徹也（れもんらいふ代表）
後援

メディア

クリエイティブ

協力体制

黙認

confidential 2018 | TOKYO
17

Schedule

8月7月 9月

WEBWEB

/ 

9/19
DAY

★
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おわりに～新しいイベントのあり方～

勝手にサザンDAYは一つの夢でした。

ファンが高じて、４０００人の人が集まる大きなイベントを作り上げた。
思いだけで、資金が集まり、思いだけでアーティストが共感し
その思いに、お客さんが集まるという、全く新しい構図のイベントになりました。

このやり方は一つの新しい仕事のあり方。
新しいイベント運営のあり方にならないかと思っています。
今回のイベントのポイントは

1.サザンが出ない、サザンのイベントである
2 .営利目的ではなく、個人の思いを形にする
3 .協賛ではなく支援してもらう
4 .本人や事務所サイドが納得できる
5 .フェス運営者ではない、デザイナーが主催者となる

思いがあれば、やれるという一つのサンプルになりました。
今、世の中は、フェスブームです。
夏には何十というフェスが開催されます。
その中で、今後は、個人で立ち上げる。
「やりたいからやろう」という形が増え、
もっと考え方の違うイベントものが増えるといいのではないかと考えます。

この勝手にサザンDAYは、
9月19日が終わりではなく、これからが本当に新しい世界を切り開けるのではないかと思っています。
そのために、メディアやSNSでの今後の記事が重要になってきます。
桑田佳祐さんと千原徹也の対談、イベントのDVD化、上映会、トリビュートアルバムの制作
毎年の恒例イベントにしていく。
などなど、どんどん広げれる価値のあるイベントです。

今後の新しい座組として、ぜひ一度勝手にサザン、
興味を持っていただけたら幸いです。
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