
松本隆博プロフィール

-笑顔素直感謝-

シンガーソングライター（社会貢献的エンタティナー）
・厚生労働省わかものハローワーク広報大使
・「ＮＰＯ法人 赤ちゃんファミリー応援隊」理事
・あしたのチーム総研主席研究員
・小中学生ひきこもり支援フリースクールこころ校長



＜講演会テーマ例＞
・起業までの苦労
・働くとは
・会社で生きる活きる手法
・やりがい生きがいの勧め
・家族の絆、親への感謝
・働く意義、今の時代を生き抜く技
・時代を視るキーワードでやる気UP
・新人、若者に贈る言葉エール
・「ありがとう」を仕事にしよう
・感謝の気持ちを職場にも

松本隆博 講演コンサートで 【家族の絆・感謝・ありがとう】 を伝えます！！

通算1,600回超！年間平均200回の講演ライブ、

日本各地で敢行した本物の実績！

〜松本隆博〜
シンガーソングライター（社会貢献的エンタティナー）
ソニー･ミュージックレコーズから2009年メジャーデュー
厚⽣労働省わかものハローワーク広報大使
「ＮＰＯ法人 赤ちゃんファミリー応援隊」理事
小中学⽣ひきこもり
対策フリースクールこころ校⻑

ＮＨＫ紅白出場を目指す松本隆博の歌の世界は“家族の絆・親へ感謝”
アナタの心自身を揺さぶります♪
楽しく感動して下さい、温かなステージ、そしてわくわくするような社会を目指す活動にぜひご参加ください！

参加者の声：
「涙でボロボロになりました親孝⾏しま
す」40代主婦

「驚きました・・90 分間があっという間
の感動の塊です」30代サラリーマン

「元気一杯もらいました、両親への感謝
を改めて感じた」⼥⼦⾼校⽣

1万件を超えるコメント、
5万枚の感想文！

1万件を超えるコメント、
5万枚の感想文！

兵庫県尼崎市出身のシンガーソングライター。
高校、大学時代、社会人になっても地域の施設や
ボランティアチャリティイベント等々の場で弾き語りと
トークで、笑いと涙のライブを実践。
2000年に東京進出、ＩＴベンチャー企業を設立し経営者の経験を経て、
2006年、「尼崎なオカン♪」でデビュー。
2008年にはソニー・レコーズから念願のメジャーデビュー。
2010年「かぞく」、21012年「アーティスト」を発売、
オリコンインディースシングルデイリーチャート19位を記録、
全国のタワーレコードで3位、関東渋谷店では１位を記録。
今では”有名人の兄”という肩書きを覆すべく認知度も急上昇中である。
松本のスタイルは”講演ライブ形式”。
音楽家で有りながら社会人経験を活かしたテーマで行う、
歌を交えての感動ライブが今全国で大好評である。

また書籍も執筆。
学習研究社「ｎｇ」 主婦の友社「松本家のオカン」
秋田書店「松本の兄」

「振り込め詐欺撲滅ライブ」を各地で敢行。
地域への貢献を認めて頂き警視庁蒲田警察署、
蒲田母の会さまより感謝状を頂きました。

音楽＋講演＋スクリーン音楽＋講演＋スクリーン



松本隆博 プロフィール

兵庫県出身のシンガーソングライター
2007年に「尼崎なオカン♪」でデビュー後、
2008年にはソニー・レコーズからメジャーデビュー
（楽曲「お母ちゃんの言うとおり」）。
また同年には赤ちゃん育児用品販売の最大手アカチャンホンポ
の店内ソング「親友（親の友と書いて親友）」を製作発表、
育児産業からも注目される。

その頃から「”経営者＋歌手”の二束のわらじ」
が立ち行かなくなりついに一大決心し独立。
2010年にミニアルバム「かぞく」、2012年「アーティスト」
を発売、オリコンインディースシングルデイリーチャート19位
を記録。
全国のタワーレコードで3位、関東渋谷店では１位を記録。
「シンガーソングライター松本隆博」を確立すべく音楽活動に
専念し、今では”有名人の兄”という肩書きを覆すべく認知度
も急上昇中である。

松本のコンサートのスタイルは”講演ライブ形式”。
家族の絆や、親への感謝、また元企業経営者
（ITベンチャー企業役員）であった事から「働くとは」や
「もっとビジネスに感謝のメソッドを」といった、
音楽家で有りながら社会人経験を活かしたテーマでも行い、
歌を交えての”講演ライブ形式”は絶大なる自信を持って
おりイベント依頼も殺到中である。

ステージではスクリーンに映像を映しながら進めていく
スタイルで、テーマに合致した楽曲を歌い、観客を一瞬の
うちに「感動と涙と笑い」に包んでしまうと定評。
とくにコンサート内で歌う楽曲「すきやき」は松本少年が母との
エピソードを切なく可笑しく歌い、その世界観に賛同した
フォークソング界の重鎮、石川鷹彦がギター演奏で友情出演している。

2014.10

2013年には5年間通算1千回のイベント回数を達成した。
（警視庁からの依頼で“振り込めさぎ撲滅ライブも各地で
開催中）
2014年4月には中学校の教科書にも松本の活動が掲載
されている（岩手県の教科書副読本「震災に歌で関わ
る」）

また書籍も執筆。
学習研究社「ｎｇ」
主婦と生活社「松本家のオカン」
秋田書店「松本の兄」

日本を元気にする活動にも果敢に挑戦。
・厚生労働省わかものハローワーク広報大使
・「ＮＰＯ法人 赤ちゃんファミリー応援隊」理事
・助産師マタニティサポート顧問アドバイザー

■オフィシャルサイト「松本隆博」
http://www.takahiro.cc/



子宮頸がん認知の為の
LOVE49プロジェクト よびかけ賛同人を拝命

中学校教材に採用されました
（日本標準出版「とっておきの道徳授業１２」）

就職活動支援 （株）キャリアサーカス塾長
不登校支援フリースクールこころ校長

松本隆博のボランティア活動が岩手県の中学校教科書
（ 「いわての復興教育」で使う教科書副読本）に採用



感想文、コメント感想文、コメント11万件突破！万件突破！

どんな生徒でもだまって聴く講演！

不登校生などの講演依頼多数！！





全国各地イベント行程（公開分のみ掲載（直近15ヶ月）

茨城 イーアスつくば（茨城）
伊丹市立 南中学校（兵庫）
伊勢学園高校（三重）
オリーブクラブ トークライブセミナー（千葉）
長野県千曲(ちくま)商工会議所 講演セミナー（長野）
気仙沼はまなすホール「和楽器独楽こま」ゲスト出演（宮城）
銀座TACT in Birthday LIVE（東京）
株式会社ダイム講演セミナー（三重）
京都みやこめっせ R-7000イベント ライブ出演（京都）
花セラピー協議会3周年記念イベント（東京）
福岡県立 青豊(せいほう)高等学校（福岡）
福岡県立 柏陵(はくりょう)高等学校（福岡）
～松にぃの隠れ家的ライブVOL1 in自由が丘LiveBar
Hyphen(ﾊｲﾌﾝ) ～
千葉工業大学（千葉）
海とぅ島 守谷店（茨城）
MUSIC UNITED Label Party #1（東京・渋谷）
大阪エヴェッサvsライジング福岡（大阪・住吉）
LOVE49 全国街頭予防イベント（京都）
松本隆博「かぞくの絆Vol.4」（東京）
第1回プチプチプレゼン企画（東京・青山）
宮城県南三陸町（宮城）
3.11を忘れない（東京・祖師ヶ谷大蔵）
『見つめよう今の自分を』～未来の自信につなげるために～

（三重県四日市市）
「家族の絆☆Live」in 高松（香川）
ベクトル大学 音楽ライブ（岡山）
倉敷市 青年会議所（岡山）
ベクトル大学 起業家講演セミナー（岡山）
松本兄さん×ちっちゃいおっさん
凱旋トーク&LIVEショー（兵庫・尼崎市）
第2回プチプチプレゼン企画（東京・青山）
「感動！家族の絆ライブ」in児島（岡山県倉敷市）
児島市民交流センター（岡山）
土居文化会館（愛媛）
～松にぃの隠れ家的ライブVOL2 in 自由が丘（東京）
大阪府立 泉大津市立東陽中学校（大阪）

JEUGIA三条本店（京都）
ならファミリー インストアライブ（奈良）
プチプチプレゼン企画（東京）
大井町きゅりあん「自分史フェスティバル2014」（東京）
保々ふれあい会館（三重）
イオンモール加西北条 インストアライブ（兵庫）
イオンモールかほく インストアライブ（石川）
イオンモール盛岡 インストアライブ（岩手）
イオンモール盛岡 イオンホール（岩手）
～松にぃの隠れ家的ライブVOL3 in 自由が丘（東京）
高岡テクノドーム（富山）
日本海高岡鍋祭り（富山）
中部大学（愛知）
水巻町中央公民館大ホール（福岡）
三豊市市民交流センター（香川）
バースデーディナーショー葉山庵tokyo（東京）
加古川市民会館（兵庫）
チャリティライブ（岡山）
交野市立保健福祉総合センター（大阪）
みなとみらいグランシェール葉山庵（横浜）
遊学館ホール（山形）
パンパシフィックホテル（横浜）
神戸市立白川台中学校（兵庫）
club MERCURY（大阪）
佐賀学園（佐賀）
福岡水産高校（福岡）
宮若市立宮田中学校（福岡）
若松イオンショッピングセンター（福岡）
慶誠高校（熊本）
銀座タクト（東京）
アットビジネスセンター渋谷（東京）
岸和田市総合体育館（大阪）
グリーピア三木（大阪）
イオンモールKYOTO sakura館4F “kotoホール”（京都）
大田区民ホール（アプリコ）（東京）
いきいきプラザ一番町カスケードHワンマンライブ（東京）
神路原神社（和歌山）
ハーベストの丘（滋賀）

福岡県若松高等学校（福岡）
博多女子高等学校（福岡）
八幡人権・交流センター2階大ホール（京都）
宇治徳洲会病院（京都）
大分銀行労働組合イベント（大分）
中外製薬株式会社東京第一支店会議室
（新宿）
東海大学付属相模高等学校・中等部
（東京）
トロン＆スノー（岡山）
三好ランド（旧政海旅館）（徳島）
市原市勤労会館「ＹＯＵホール」
グランドホテル浜松/飛鳥（静岡）
神戸文化大ホール（兵庫）
湯本観光ホテル 西京（山口）
砺波商工会議所青年部イベント（富山）
BIG CAT（大阪）
阪九フェリー船内ライブ
阿蘇ファームランド（熊本）
KTC中央高等学院（東京）
奈良県橿原文化会館（奈良）
交野市織り姫の里 天の川星まつり（大阪）
堺市御池台地域会館（大阪）
千林商店街 千林まつり（大阪）
千葉イベント（千葉）
稲美町コミュニティセンター4階ホール（兵庫）
花セラピー｢笑顔満開｣南青山会館（東京）
門真市民文化会館（大阪）
高田中学・高等学校（三重）
尼崎ピッコロシアター「和楽器独楽こま」
ゲスト出演（兵庫）
今福鶴見 サニークラウズ（大阪）
日立市立 久慈(くじ)小学校（茨城）
ひたち南ドライブイン（茨城）
Live Bar Ajobe（岡山）
岡山オレンジホール/国歌斉唱（岡山）
三重鈴鹿 天澤山龍光寺（三重）
サンテetソワン（岡山）
岡山北西ロータリークラブ（岡山）

開催は全国多岐に渡って以来件数年間200件全国地方自治体ホール、上場企業、一般企業、青年会議所、商工会、各種ユニオン、ロータリークラブ、大学専門学
校高校中学、小学校、PTA連合会、福祉施設、商業施設、チャリティイベント等々



千葉工業大学（千葉）
渋谷 wested time LIVE（東京）
千葉県野田市地域親睦イベント（千葉）
中野にぎわいフェスタ 2013（東京）
路原(こうろばら)神社（和歌山）
板橋区立文化会館（東京）
埼玉県立 所沢中央高校（埼玉）
中間市立 中間南中学校（福岡）
イオンモール福津（福岡）
福岡イオン若松店（福岡）
阪九フェリー船上ミニライブ（福岡/大阪）
納税協会 伊丹シティホテル（兵庫）
三重県玉城町立 玉城(たまき)中学校（三重）
伊勢ワンマンライブ（三重）
岡山市民会館/ベクトル大学（岡山）
河内長野市立市民交流センター（大阪）
金融教育公開授業in福岡県遠賀（福岡）
Live space 深江橋アンコールスター（大阪）
千葉県市原 三和コミュニティまつり（千葉）
徳島県立 三好高校（徳島）
三好市池田総合体育館サブアリーナ（徳島）
和歌山県立 和歌山西高校（和歌山）
八尾市文化会館プリズムホール（大阪）
堺市立 三国丘小学校（大阪）
姫路市立 飾磨(しかま)西中学校（兵庫）
和歌山 新宮市民会館（和歌山）
神戸市立 垂水東中学校（兵庫）
名古屋市 中川区役所ホール（愛知）
京都精華町役場交流ホール（京都）
東大阪市立 花園中学校（大阪）
守口市エナジーホール（大阪）
奈良やわらぎ会館 「独楽こま」公演 ゲスト出演（奈良）
橋本市民会館（和歌山）
守口市エナジーホール「独楽こま」公演 ゲスト出演（大阪）
ホテルオークラ神戸（兵庫）
NTTコムウェア東日本 信越支店（長野）
NTTコムウェア東日本 東北支店（宮城）
NTTコムウェア東日本 目黒さつき会館（東京）
滋賀五個荘センター「独楽こま」公演 ゲスト出演（滋賀）
滋賀学園中学・高等学校（滋賀）
Live space Red & Blue TOKYO（東京）
ホテル テラス･ザ･スクエア日立（茨城）
ひたち南ドライブイン（茨城）


