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１  ミュージックビデオ公開開始日時  

１０月１２日（水）正午  

２  ミュージックビデオの内容  

※詳細は別紙のとおり  

３  公開チャンネル  

・市の公式 YouTube チャンネル（別紙にＱＲコード添付）  

・新日本プロレス公式 YouTube チャンネル  

４  今後のスケジュール（予定）  

  別紙のとおり  

（本件の問い合わせ先）  

経済部  からつブランド・ふるさと寄附推進課  

担当：安岡、藤井、石盛  

電話：直通５３－８２６８（内線１３１６）  

MV「佐賀県唐津市のこと、もっと知って下さい。」完成！！ 

～新日本プロレスとのコラボ事業  第 2 弾/10 月 12 日 12 時公開～  

 

 

 

News Release

概要  

 新日本プロレスリング（株）との唐津産品等プロモーション事業の第２弾

として、唐津市のプロモーション用ミュージックビデオ (MV）を制作しました。 

 ＭＶは、フルバージョン（ 2 分 30 秒）とショートバージョン（ 30 秒）の 2

タイプで、市公式 YouTube と新日本プロレスの公式 YouTube で公開されるほ

か、１２月末までは、新日本プロレスの各興行会場でも放映することで、本

市の認知度向上を図りつつ、第１弾のコラボ動画への誘導を行います。  

 



佐賀県唐津市は、新日本プロレスリング（株）との唐津産品等プロモーション事業の第２弾として、唐津市
のプロモーション用ミュージックビデオ(MV）を制作しました。

コラボ事業第２弾では、そもそも本市のことを全く知らない方にも興味を持っていただけるように、本市の
観光名所である「唐津城」や「虹の松原」などの素晴らしい景観はもちろん、唐津市長をはじめ、唐津を代
表する祭り「唐津くんち」の曳き子の皆さんや唐津城のマスコットキャラクター「唐ワンくん」など、唐津市民も
一緒になって作り上げたMVとなっています。

ＭＶは、フルバージョン（2分30秒）とショートバージョン（30秒）の2タイプで、市公式YouTubeと新日本プロ
レスの公式YouTubeで公開されるほか、１２月末までは、新日本プロレスの各興行会場でも放映することで、
本市の認知度向上を図りつつ、第１弾のコラボ動画への誘導を行います。

MV「佐賀県唐津市のこと、もっと知って下さい。」完成

唐津市 経済部 からつブランド・ふるさと寄附推進課 担当：安岡、藤井、石盛
〒847-8511 佐賀県唐津市西城内１番１号 TEL:0955-53-8268  / FAX:0955-72-9203
E-ｍａｉｌ：brand@city.karatsu.lg.jp
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2022年10月5日(水)

唐津市経済部

Press Release

～新日本プロレスとのコラボ事業 第２弾 /１0月12日（水）12：00公開～

【コンセプトはとにかく、エモい！】

棚橋選手とライガーさんと、唐津市の人々との交流を、エモイ歌詞のエモイ音楽に乗せて、エモイミュージックビ
デオに仕上げました。佐賀県唐津市をとにかく知ってもらうため、ストレートな歌詞で耳に残るフレーズを連呼し
ダンスでは「佐賀県」の「S」、「唐津市」の「K」をストレートに体文字で表現しています。
「虹の松原」や「呼子のイカ」など唐津産品も振付に取り入れ、思わず一緒に歌って踊りたくなるMVです。

※１

※2

※１ 第１弾のコラボ動画「炎の十番勝負」は、８月４日（木）に、市公式YouTubeと新日本プロレス公式YouTubeにて公開した【初陣 佐賀牛篇】以降、
計１０本の動画を１２月まで随時公開しています。

※2 曳山巡行に携わる人の総称



【歌詞（全文表記）】

曲名：『佐賀県唐津市のこと、もっと知って下さい。』

佐賀県唐津市のこと どれだけ 知っていますか？
佐賀県唐津市のこと どれだけ 知っていますか？

佐賀県唐津市 佐賀県唐津市
佐賀県唐津市 佐賀県唐津市
佐賀県唐津市 佐賀県唐津市
佐賀県唐津市 佐賀県唐津市

佐賀県唐津市のこと もっと 知って下さい。
佐賀県唐津市のこと もっと 知って下さい。

佐賀県唐津市 佐賀県唐津市
佐賀県唐津市 佐賀県唐津市
佐賀県唐津市 佐賀県唐津市
佐賀県唐津市 佐賀県唐津市

唐津！唐津！唐津！唐津！唐津！唐津！唐津！
唐津！唐津！唐津！唐津！唐津！唐津！唐津！

もう忘れない 佐賀県唐津市
忘れられない 佐賀県唐津市

【歌唱：いと】

唐津市の美しい海と笑顔の素敵な方々で溢れていて、完成した映像を拝見して
唐津市に魅了されてしまいました。

こんなにも温かい唐津市のテーマソングに携われたことを大変光栄に思います。
せせらぎモードさん(作曲家)に曲をいただいて歌う際に、佐賀県唐津市のことを
沢山リサーチさせていただいたのですが、自然はもちろん7つの離島や唐津くんち
などなど、魅力的な市でいつか訪れてみたいです！
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【制作チーム紹介】

【監督：平林 勇 】

今回「作ってみなければ分からない」という
企画にOKを出して頂いた唐津市役所の皆さんに
とても感謝しております。
「ダンスなのに曲がスローで想像出来ない」とか
「歌詞が佐賀県唐津市ばっかりで大丈夫か？」
などと 御心配をおかけした事と思います。

それでも企画を信じて頂き、完成まで漕ぎ着けた
ことで「あっ！そういう事か！」と納得頂けたと
思っております。

今回のMVは本当にクセになるMVになってますので、
唐津市の皆さんや新日本プロレスのファンの皆さん、
さらには全国の皆さんに楽しんで頂けるのではない
かと思っております。

【振付：Q-TARO】

♫さ〜がけ〜ん から〜つし〜のこーとー
どれーだけー しって〜 いま〜す〜か〜？

だいぶ知りましたよ… 僕。

今回のダンス振付させていただきましたQ-TAROです！
踊っていただいた唐津市の皆さん
本当にありがとうございました。

知れますよ 踊ることで 唐津市を！

虹の松原のおおらかさ、
チャーミングな松露饅頭、
唐津焼の深み、
呼子の朝市の活気の良さ、
そして何よりも
唐津市長を始めとする市民の皆さんの人柄が
とても優しくアツいこと。
僕は知っています。

棚橋選手&ライガーさんの最高のファン対応から
溢れる人望の厚さや姿勢もあわせ
この繋がった縁と優しさを大切にしたいです。

他県の方もこの歌とダンスで是非知ってください。

♬かーらつ〜 かーらつ〜 かーらつ〜 かーらつ〜
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【唐津市民も参加】

棚橋選手、ライガーさんかっこよかったワン。
一生懸命に踊ったワン。
このＭＶを多くの人に見ていただき、
唐津市とボクのファンになって欲しいワン。

唐津城マスコットキャラクター 唐ワンくん

唐津市長 峰 達郎

唐津市経済部
からつブランド・ふるさと推進課

唐津には魅力ある産品が多くありますが、
その魅力を全国に広く発信できていませんでした。
唐津産品の販路拡大につなげるためには、まず、
唐津のことを多くの人に知ってもらうことが必要で
あると考えています。
このＭＶ公開を機に、唐津のこと、唐津産品のこと
を日本中の多くの人に知ってもらい、産品の販路
拡大につなげたいと考えています。

新日本プロレス初の自治体長期コラボ事業の一環とし
て、ＭＶ「佐賀県唐津市のこと、もっと知って下さい。」
を制作しました。
一度聞いたら、頭から唐津市のワードが離れなくなり、
どんなところだろうと検索してしまうような歌詞となって
います。このＭＶを、多くの皆様にご覧いただき、唐津
市に興味をもっていただき、おいで下さると幸いです。
最後に、全国の皆さん愛してまーす！

【企画・制作】

企画・演出 平林 勇

制作 DASH

プロデューサー 天竺桂陽子
プロダクションマネージャー 新海安那

撮影 瀬野さくら
照明 野村泰宏
ドローン撮影 中村 崇(DASH)

音楽制作 愛印

音楽プロデューサー 山田勝也

音楽アシスタントマネージャー 岡田泰典 李名庭

作曲 せせらぎモード

歌唱 いと

音響効果(CM) ナイデル 飯嶋慶太郎

ナレーション(CM) 我修院達也

総合プロデュース 新日本プロレスリング株式会社 ビジネス開発部
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撮影場所 住所

唐津城 唐津市東城内8-1

鏡山展望台 唐津市鏡 鏡山山頂

鏡山稲荷神社 唐津市鏡6052-20

曳山展示場 唐津市新興町2881-1（アルピノ内）

虹の松原、虹の松原の海辺 唐津市鏡

名護屋城跡 唐津市鎮西町名護屋1931-3

呼子の朝市、呼子港 唐津市呼子町呼子4177

波戸岬 唐津市鎮西町波戸947

唐津市役所 新庁舎 唐津市西城内１番１号

6月
• 第１弾 動画「炎の十番勝負」 撮影開始

8月
• 第１弾 動画「炎の十番勝負」公開スタート

8月
• 第２弾 MV撮影開始

9月 • 唐津大会開催決定

10月
• リアル聖帝ツアー2022

• 第２弾 MV公開スタート

11月
• 第３弾 SDGsプロジェクト

• コラボロゴフラッグ完成

12月

• マンホール蓋完成（コラボロゴ、新日ロゴ）

• WORLD TAG LEAGUE 2022 & SUPER Jr. TAG LEAGUE 2022
唐津大会開催

今ココ

【主な撮影箇所一覧】

【事業スケジュール】
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【25年ぶり唐津大会 開催決定! 声出し応援可】

◆日時：2022年12月5日（月）
17時30分開場
18時30分試合開始

◆場所：唐津市文化体育館

【主なアクセス】

◆発売：10月23日（日）一般発売開始

※ポスター画像はイメージです。

◆販売：ローソンチケット、チケットぴあ
イープラス

◆問合：新日本プロレスリング（株）
https://www.njpw.co.jp/contact

【唐津市文化体育館】

住所：
佐賀県唐津市和多田大土井1-1

ＪＲ：
和多田駅より徒歩約２０分

福岡市より高速バス利用：
「丸宗」より徒歩約１５分

電話：
０９５５-７３-２８８８

「WORLD TAG LEAGUE 2022
& SUPER Jr. TAG LEAGUE 2022」



唐津市 経済部 からつブランド・ふるさと寄附推進課 担当：安岡、藤井、石盛
〒847-8511 佐賀県唐津市西城内１番１号 TEL:0955-53-8268  / FAX:0955-72-9203
E-ｍａｉｌ：brand@city.karatsu.lg.jp

＊＊＊本件に関するお問い合わせ＊＊＊
唐津市公式チャンネル



唐津市 経済部 からつブランド・ふるさと寄附推進課 担当：安岡、藤井、石盛
〒847-8511 佐賀県唐津市西城内１番１号 TEL:0955-53-8268  / FAX:0955-72-9203
E-ｍａｉｌ：brand@city.karatsu.lg.jp

＊＊＊本件に関するお問い合わせ＊＊＊
唐津市公式チャンネル

Q-TAROプロフィール
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