2022 年 5 月 31 日
滋賀県出身アーティスト 西川貴教さん × 株式会社平和堂 平松正嗣社⾧

平和堂創業 65 周年記念対談 ～滋賀から元気を届けよう!～
5 月 31 日(火) 16 時より 平和堂公式 YouTube にて
記念対談 ＆ 西川貴教さん歌唱の「かけっことびっこ」フルバージョンを大公開!

株式会社平和堂（本社:滋賀県彦根市）は、滋賀県出身のアーティスト、シンガーの西川貴教さん
と、当社代表取締役社⾧執行役員 平松正嗣の対談動画を、2022 年 5 月 31 日(火) 16 時より、
平和堂公式 YouTube にて公開しましたのでお知らせいたします。
この対談は、平和堂創業 65 周年記念企画の一環として行われ、滋賀県出身のアーティストであり、
滋賀のふるさと観光大使でもある西川貴教さんと、平松社⾧が「滋賀から元気を届けよう!」をテーマに、
観光資源、地域活性化、環境保護、スポーツ、アクティビティなどさまざまな視点から滋賀の未来を語り
合いました。
また、平和堂こだわりブランド「E-WA!」の地産地消の取り組みや、平和堂とエール 158 店舗で現在
放送中のイメージソング『「かけっことびっこ」西川貴教 Ver.』のレコーディング時のエピソード、平和堂にま
つわる西川さんの幼少期の思い出、さらには滋賀県内で 25 公演が開催された「T.M.R. LIVE
REVOLUTION 21 -VOTE-」と、2022 年 9 月 17 日(土)～19 日(月)の開催が発表された「イナズ
マロック フェス」まで、平和堂と西川さんの滋賀への思い入れあふれる話題が展開されています。
動画のエンディングには、オンライン初公開となる西川貴教さんが歌う「かけっことびっこ」フルバージョンも
収録されていますので、この機会にぜひご視聴ください。

□平和堂創業 65 周年記念対談 ～滋賀から元気を届けよう!～
滋賀県出身アーティスト 西川貴教さん × 株式会社平和堂 平松正嗣社⾧ （約 33 分）
・公開期間:2022 年 5 月 31 日(火)16 時～2022 年 12 月 31 日(土)23 時 59 分
・公式 YouTube:
https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PLfoq5rqhkX3X0s_BlJEoG
1oHQV-oUlKtE

□「『かけっことびっこ』 西川貴教 Ver.」店内放送
・放送店舗:平和堂グループ 158 店舗
㈱平和堂:アル・プラザ、フレンドマート等の 157 店舗
㈱エール:東舞鶴店の 1 店舗
・放送期間:2022 年 3 月 1 日(火)～2022 年 12 月 31 日(土)
・放送時間:開店時間中に、1 時間に 2 回、毎時 24 分頃と 55 分頃の放送予定
※店内放送予定は、予告なく変更する場合があります。
※アル・プラザ守山の放送時間は施設の都合上異なります。
※閉店前の時間帯は放送がありません。ご了承ください。
※店舗により他の定例放送、緊急放送等を優先する場合があります。
※㈱エールは、東舞鶴店のみの放送です。

・放送曲:平和堂イメージソング「『かけっことびっこ』 西川貴教 Ver.」（⾧さ約１分 26 秒）
・店内でのお願い
・店内での録音や写真撮影、および動画撮影等の行為については、店舗管理者の許可が必要です
ので、ご注意ください。
・新型コロナウィルス感染拡大防止のため、入店時はマスクの着用や手指の消毒、咳エチケットのご協
力をお願いいたします。店内混雑緩和のため複数名でのご来店はお控えください。
□ニュースリリース
・2022/02/24 〈平和堂創業 65 周年記念 特別企画〉西川貴教さんが平和堂イメージソング「かけ
っことびっこ」を熱唱!2022 年 3 月 1 日より平和堂全店舗で放送開始!
https://www.heiwado.jp/news/2022/0224_65th_anniv.html
・2022/03/04 〈平和堂創業 65 周年記念 特別企画〉 平和堂イメージソング「『かけっことびっこ』西
川貴教 Ver.」メイキング動画公開
https://www.heiwado.jp/assets/img/news/2022/pdf/0304_65th_anniv.pdf

＜西川貴教さんプロフィール＞
1970 年生まれ。滋賀県出身。
1996 年「T.M.Revolution」としてデビュー。
「 HIGH PRESSURE 」 「 HOT LIMIT 」 「 WHITE
BREATH」「INVOKE」など大ヒット曲を連発。
2018 年から西川貴教名義で活動。俳優、MC と多
彩に活躍中。
2008 年故郷滋賀県から初代「滋賀ふるさと観光大
使」に任命され、県初の大型野外ロックフェス「イナズ
マロック フェス」を主催。令和二年度滋賀県文化功
労賞受賞。
・西川貴教 総合情報サイト「西川貴教オフィシャルファンクラブ turbo」
https://turbo-web.com
・西川貴教 公式 HP
https://www.takanorinishikawa.com
・T.M.Revolution 公式 HP
https://www.tm-revolution.com

イナズマロック フェス 2022

・「イナズマロック フェス 2022」オフィシャルサイト
https://inazumarock.com/2022/
・日程:2022 年 9 月 17 日（土）、18 日（日）、19 日（月）
・会場:滋賀県草津市 烏丸半島芝生広場（滋賀県琵琶湖博物館西隣)
・出演アーティスト（50 音順）:
9 月 17 日（土）／Da-iCE、西川貴教、Fear, and Loathing in Las Vegas、04 Limited
Sazabys、ももいろクローバーZ 他
9 月 18 日（日）／アイドルマスター SideM、打首獄門同好会、THE ORAL CIGARETTES、
T.M.Revolution、DISH//、Vaundy 他
9 月 19 日（月）／T.M.Revolution、西川貴教、Novelbright、モーニング娘。 22 他
・お問い合わせ:キョードーインフォメーション／0570-200-888（11:00～16:00 ※日曜祝日を除く)
□株式会社平和堂 概要
・創業

:1957 年 3 月 1 日

・設立

:1957 年 6 月 18 日

・代表者 :代表取締役社⾧執行役員 平松正嗣
・所在地 :滋賀県彦根市西今町 1 番地
・業務内容:食料品・衣料品・住居関連品等の総合小売業
大型ショッピングセンター「アル・プラザ」、総合スーパー「平和堂」、近隣型ショッピングセンター
「フレンドタウン」、食品スーパー「フレンドマート」、「スーパーフレンド」の地域密着型店舗を
運営
・店舗

:平和堂 157 店舗
（滋賀 77、福井 6、石川 7、富山 2、京都 18、大阪 21、兵庫 3、岐阜 7、愛知 16）

・公式 HP :https://www.heiwado.jp/

・公式 YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCsiYsCUQZ5nTroh2Ksu2tWQ
・公式 Twitter:https://twitter.com/HEIWADOofficial
・イメージキャラクター「はとっぴー」公式 Instagram:
https://www.instagram.com/hatoppy/?hl=ja
・平和堂こだわりブランド「E-WA!」サイト:https://e-wa.heiwado.jp/
□当リリースに関する注意事項
・当リリースに記載されている内容は、全てリリース時点での情報に基づきます。
・当リリースに使用しているパース、イラスト、写真、ロゴ、サイン、地図等はイメージですので、実際とは
異なる場合があります。
・都合により予告なく内容やスケジュールを変更する場合がありますので、予めご了承ください。
・「かけっこととびっこ 西川貴教 Ver.」の放送は店頭のみで、音源は一般に公開していません。
以上

