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Office La Mer は、支援している進化系 90 年代テイスト・ポップスユニット「Neontetra（ネオンテト

ラ）」が制作した故郷・福岡県太宰府のイメージソング「時の旅人～令和ゆかりの地・太宰府のうた～」のプ

ロモーションビデオにおいて、歌手の「広瀬香美」氏がスペシャルゲストとして出演決定したことを発表いた

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の「時の旅人」プロモーションビデオ(以下、PV)制作は、太宰府出身のポップスユニット・Neontetra

による“音楽で地方創生！”をスローガンに掲げる故郷恩返しプロジェクト「TEAM 時の旅人」一環です。 

 

Neontetra は、本プロジェクトをさらに盛り上げるべく、同じく太宰府出身で日本を代表する歌手・広瀬香

美氏に支援・協力を依頼し、本 PV へのゲスト出演が決定いたしました。広瀬氏はクライマックスシーンに登

場。歴史のある大宰府政庁跡で、広瀬氏が太宰府市民 40 名らをまとめあげ、合唱をする姿は大きな見所とな

っております。 

 

また、本 PV は、太宰府天満宮や九州国立博物館、坂本八幡宮、西日本鉄道「旅人号」など、太宰府市の名

所 10 か所以上で撮影を実施。さらには、福岡女子短期大学の学生や、太宰府市長、ベストセラー作家・岡崎

琢磨先生らも出演しており、「太宰府に思いを寄せる人たちによる、太宰府の魅力あふれる PV」となってお

ります。 

 

本 PV は、楽曲「時の旅人」の日本語版と英語版の 2 種を制作し、国内だけではなく、海外に向けて「令和

の地・太宰府」の魅力を発信してまいります。公開は 2020 年 4 月 11 日(土)を予定しております。 

 太宰府出身アーティストによる故郷恩返し活動「音楽で地方創生！」プロジェクト 

Neontetra
ネ オ ン テ ト ラ

の太宰府イメージソング「時の旅人～令和ゆかりの地・太宰府のうた～」 

プロモーションビデオに広瀬香美氏のゲスト出演が決定！ 

 

 

市民 40名以上が参加、太宰府天満宮など太宰府市の名所 10か所以上で撮影！4月 11日公開予定 

▲太宰府イメージソング「時の旅人」を制作したNeonetra と、PV にゲスト出演が決定した広瀬香美氏 
 



 

【「時の旅人～令和ゆかりの地・太宰府のうた～」プロモーションビデオ 概要】 

楽 曲： Neontetra「時の旅人 ～令和ゆかりの地・太宰府のうた～」 

出 演 者： Neontetra（セイカ/ヒデユキ） 

ゲ ス ト： 広瀬香美、楠田大蔵市長、岡崎琢磨、福岡女子短期大学・音楽科の学生4名、太宰府市民約20名 

撮影場所： 大宰府政庁跡、太宰府天満宮、九州国立博物館、西日本鉄道「旅人号」、坂本八幡宮、太宰府駅、 

都府楼前（令和の里）駅、竈門神社、観世音寺、だざいふ遊園地、戒壇院 など  

公 開 日： 2020年4月11日（土）予定 ※NeontetraのHP、YouTubeなどにて 

撮影協力： 福岡県太宰府市、西日本鉄道、日本経済大学、福岡女子短期大学、大宰府万葉会（衣装協力） 

備 考：「日本語版」と「英語版」の2種を制作 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■『TEAM 時の旅人』プロジェクト概要 

太宰府市出身のポップスユニット・Neontetra が中心となって取り組む、故郷恩返しプロジェクト。“音楽で

地方創生！”をスローガンとし、2019 年春に同郷のベストセラー作家・岡崎琢磨氏と太宰府のイメージソン

グ「時の旅人～令和ゆかりの地・太宰府のうた～」を制作。「太宰府市民政庁まつり」ステージや全国各地で

の歌唱で大きな反響を得たことにより、太宰府の名所・魅力を詰め込んだ MV制作を決意。2019 年秋に実施

した MV制作のためのクラウドファンディングでは、故郷への思いや活動が支持され、全国から 127 万円を

集めた。2020 年には、太宰府市のHP や、市の広報誌「だざいふ」に市長との対談記事が掲載される。PV 制

作では、太宰府市や太宰府の名所、企業らの協力を得るなど、音楽をフックに、太宰府の魅力を日本中へ、世 

界中へ発信する活動を活発に進めている。 

 

■広瀬香美氏 プロフィール 

福岡県太宰府出身。５歳より音楽の英才教育を受け作曲家を志す。

福岡女学院中学校・高等学校（音楽科）、 国立音楽大学音楽学部

作曲学科卒業後渡米。LAにて、マイケル・ジャクソンのヴォイス 

トレーナーであるセス・リッグス氏に師事。 滞在中に制作した自

作のデモ音源が、レコード会社の耳に留まり、1992 年にビクター

音楽産業 （現・ビクターエンタテインメント）よりデビュー。1st

シングル『愛があれば大丈夫』を発表後、 『ロマンスの神様』な

どのヒット曲で「冬の女王」と呼ばれる。毎年恒例の弾き語りコン

サートや、ウィンターツアーの傍、ボイストレーナーとしての顔

も持つ。日本とアメリカの双方を音楽や文化のレベルで繋げてい

くために積極的に活動。様々な国のアーティストへの楽曲提供や

プロデュースワークに携わるワールドワイドな音楽家。 

▼Official Website  https://hirose-kohmi-sing.com/ 

▼Official YouTube  https://www.youtube.com/channel/UCPkjL7jAJhrZ3e4-NlsGt-Q 

▲広瀬香美氏、市民エキストラが 40 名参加 
 

太宰府市の名所 11 か所で撮影。太宰府天満宮での様子▲ 
 

https://hirose-kohmi-sing.com/
https://www.youtube.com/channel/UCPkjL7jAJhrZ3e4-NlsGt-Q


 

■Neontetra（ネオンテトラ）プロフィール 

進化系 90 年代テイスト・ポップスユニット。早稲田大学の軽音サークルに所 

属していた Vo.セイカと Ba.ヒデユキを中心に結成。2014 年に「ネオンのお

と」を全国リリース。1990 年代楽曲のような“キャッチーさ”と、現代の音

楽トレンドを取り入れたアレンジからなる“進化系 90 年代テイストポップ

ス”が幅広い年代から支持を集めている。楽曲は、テレビやラジオなどの主題

歌に起用されており、また、国内最大級の肉の名店街「渋谷肉横丁」とのタイ

アップを実施。2019 年には 4thミニアルバム「BLEND」を発売し、全国 6

都市ツアーを開催した。2020 年 4 月 22日には大型商業施設「ラゾーナ川崎

プラザ」野外ステージでのライブが決定している。 

▼Official Website  http://neontetra.jpn.com/ 

 

■Office La Mer 概要 

Office La Mer（オフィス ラメール）は、（公社）日本パブリックリレーションズ協会認定の「PR プランナー」資

格を持つ PR のプロらが 2019 年に設立。アーティストやクリエイターなどの PR 活動・ブランディング支援や、他

社との契約に関するリーガルアドバイスなどを行い、アーティストらが自身の活動に専念できるようサポートして

いる。音楽レーベル「La Mer（ラメール）」を傘下にもち、CD の制作・デザイン・全国流通・PR 活動まで、幅広

く支援している。 
 

・名称：Office La Mer（株式会社東京ビジネスサービス内） 

・住所：〒東京都中央区日本橋浜町 1 丁目 10-3 

・事業内容：アーティストやクリエイターの PR 活動、ブランディング支援、リーガルアドバイス など  

・U R L： https://www.officelamer.com/ 

 

 

資料 

『時
とき

の旅人
た び と

～令和ゆかりの地・太宰府のうた～』歌詞 
作詞：岡崎琢磨 作曲・編曲：セイカ（Neontetra） 

さやかに咲く梅の花は 海を越える旅人
た び と

 

  

千年の歌声に 心寄せて あなたと出逢ったとき 令
れい

月
げつ

に風が和
な

ぐ 

はらはら こいこい 去りゆく天神さまよ その頬が貴
あて

やかに染まれば 春が来た 

京
みやこ

に咲く梅の花が 風に乗って運ぶ想い 知らず知らず涙ほろり あなたに会いたいと 
 

あなたのうそを抱いて ひとり歩んだ古都 八幡
はちまん

さまに詣
もう

でて 都府楼
と ふ ろ う

では雉
きじ

が鳴く 

はらはら こいこい 降り立つまほろばの郷
さと

 また出逢う そのときに 耳元でささやいた 

さやかに咲く梅の花は ひたと追って今もともに 尽きせぬ想い どうか届け 時代
と き

を越える旅人
た び と

 

あなたに会いたいと 
 

はらはら こいこい はらはら ほろり  

はらはら こいこい 令和のまちへ 

 

 

【広瀬香美氏に関するお問い合わせ】 

Muse Endeavor,Inc.  問い合わせフォーム▶https://www.muse-endeavor.com/contact/ 

 

【その他・報道関係者の方からのお問い合わせ】 

Office La Mer（オフィス ラメール） 広報担当 

TEL：090-4998-1599／E-mail：info@officelamer.com 

 

http://neontetra.jpn.com/
https://www.officelamer.com/
https://www.muse-endeavor.com/contact/

