＜ニュースリリース＞

2014 年 10 月 3 日
一般社団法人チームスマイル

～つなげよう、感動。つながろう、東北の笑顔。～

東日本大震災の復興支援活動団体「一般社団法人チームスマイル」は、

東北三県と東京に、復興支援活動の拠点となる、
新たなライブ専用シアター「PIT(ピット)」を開設、運営します。

エンタテインメントを通じた、東日本大震災の復興支援活動を続ける「一般社団法人チームスマイル」(所在地：
東京都渋谷区、代表理事：矢内廣)は、2014 年 10 月から 2015 年秋にかけて、東北三県と東京の計 4 か所に、
ライブエンタテインメント専用シアター『チームスマイル・PIT(ピット)』を開設、運営します。

チームスマイルの活動は、被災地におけるエンタテインメントを通しての「こころの復興」と、支援活動の「継続
性」を確保することを目的としています。そのための拠点となる『チームスマイル・PIT』は、福島県いわき市
(2015 年春オープン予定)、宮城県仙台市(2015 年春～夏オープン予定)、岩手県釜石市(2015 年秋オープン予
定)と、東京都江東区豊洲(2014 年 10 月オープン)の 4 か所に開設されます。

東北の 3 つの「PIT」に先駆け 10 月に東京にオープンする『チームスマイル・豊洲 PIT』は、収容客数約 3,100 人
(スタンディング)のホールで、音楽ライブコンサートを中心に、演劇やミュージカル、講演会やオーディション、ラ
イブビューイングなど、様々な用途に活用される予定です。また、この事業によって生み出される収益金は、東
北地区の『PIT』の開設や運営、そして、エンタテインメントを通じた復興支援のための活動に、その全額が活用
されます。

東北地区の「PIT」では、コンサートや演劇、ライブビューイング等のイベントの他、特に地元の子供たちや若者
たちによる創作活動へのチャレンジをサポートし、その表現や発表の場を提供します。エンタテインメントを通じ
て、若い世代の夢や才能を養い、彼らが夢を持って元気に立ち上がれるような企画を実現することにより、被災
地の方々自らによる復興を後押ししていきたい考えです。

『PIT』は、『Ｐower Ｉnto Ｔohoku！』の略称です。エンタテインメントの力を東北に。その思いをつなげていくた
めに、チームスマイルは今後も着実にその活動を続けてまいります。

■『チームスマイル・PIT』の概要
1)「チームスマイル・豊洲 PIT」
・名

称

「チームスマイル・豊洲 PIT」

・所在地

東京都江東区豊洲 6 丁目

・開業日

2014 年 10 月 17 日

・収容人数 約 3,100 名(スタンディング)
・アクセス

新交通ゆりかもめ・新豊洲駅より徒歩 3 分／東京メトロ有楽町線・豊洲駅より徒歩 12 分

2)「チームスマイル・いわき PIT」
・名

称

・所在地

「チームスマイル・いわき PIT」
福島県いわき市平祢宜町

・開業時期 2015 年春を予定
・収容人数 約 200 名(着席)
・アクセス

JR 常磐線いわき駅より徒歩 5 分

3)「チームスマイル・仙台 PIT」
・名

称

・所在地

「チームスマイル・仙台 PIT」
宮城県仙台市太白区あすと長町 2 丁目

・開業時期 2015 年春～夏を予定
・収容人数 約 1,500 名(スタンディング)
・アクセス

JR 東北本線長町駅より徒歩 5 分

4)「チームスマイル・釜石 PIT」
・名

称

・所在地

「チームスマイル・釜石 PIT」
岩手県釜石市大町

・開業時期 2015 年秋を予定
・収容人数 約 150 名(着席)
・アクセス

JR 釜石駅より徒歩 10 分

■『チームスマイル・豊洲 PIT』のロゴタイプ

■「豊洲 PIT」の特別企画ならびに、オープニングイベントについて
「豊洲 PIT」では、下記の通りオープニングイベントを予定しております。併せて、開設にあたっての特別企画も
ご紹介します。

1) 制作委員(プロデューサー)／日比野克彦氏による、外壁デザイン
復興支援活動を精力的に続けている日比野克彦氏(アーティスト・東京芸術大学教授)のディレクションによ
り、「PIT」の語源である「Power Into Tohoku!」のデザインを、「豊洲 PIT」の外壁にデザインします。

2) 制作委員(プロデューサー)／三枝成彰氏の作曲による、鎮魂の開演チャイム
「豊洲 PIT」のオープニングチャイムは、自らも、震災で親を失った遺児・孤児の成長を支援するプロジェクト
「3.11 塾」を主宰する三枝成彰氏(作曲家・プロデューサー)の手によるオリジナル作品です。「鎮魂の鐘」を
イメージし、「豊洲 PIT」の来場者誰もが、復興への想いをいつも共感できるようにしました。

3) シアター内ドネーション企画
「豊洲 PIT」では、来場者の皆様にご購入いただくドリンクチケット(500 円)のうち、50 円を皆様からのドネー
ション(寄付)としてお預かりし、復興支援活動に活用させて頂きます。震災の記憶を風化させることなく、来
場者お一人お一人の気持ちが、日々積み重なっていくことを実感できる仕掛けを検討中です。

4) オープニングイベント
「豊洲 PIT」では、制作委員会(プロデューサー)の企画による自主企画・主催イベントの開催を、通常の貸館
事業に加えて予定しております。今回のオープニングイベントはその第一弾として、チームスマイル活動に
ご賛同頂いたアーティストを迎え、斬新なステージを実現します。今後も、ジャンルの枠や既存のスキーム
にとらわれない新たなコンテンツの創出を実現し、将来的には東北地区の「PIT」への第二段階の展開を目
指します。

・2014 年 10 月 17 日(金)18:30 開場／19:00 開演
タイトル

「THE RISING OF THE CURTAIN at 豊洲 PIT」

出 演

甲斐バンド／川井郁子／岸谷香／小六禮次郎／紫舟／西田敏行／倍賞千恵子／溝口肇
(以上 50 音順)

チケット

全席指定 0 円 ※ただし、入場時にドリンク代他として 1,000 円を申し受けます

主 催

一般社団法人チームスマイル／「PIT」実行委員会

企画制作 ディスクガレージ
ご取材

当日の取材をご希望の方は、事務局(最終ページに記載)までお申し込みください。

・2014 年 10 月 18 日(土)17:30 開場／18:00 開演
タイトル

「豊洲 PIT presents “THE RISING OF THE CURTAIN” supported by MIFA」

出 演

ウカスカジー / キマグレン / ゲスの極み乙女。 (MC/ケン・マスイ)

チケット

5,800 円 (税込・オールスタンディング・1 ドリンク付)
※21:30 より MIFA ピッチで AFTER PARTY を予定（チケットをお持ちの方で、スニーカーの方
のみ参加可能）

主 催

一般社団法人チームスマイル／「PIT」実行委員会

企画制作 ディスクガレージ
ご取材

当日の取材をご希望の方は、事務局(最終ページに記載)までお申し込みください。

■内覧会のご案内
「豊洲 PIT」では、オープンに先立ち、下記の通り、内覧会を予定しております。原則としてどなたでもご覧頂けま
すが、内覧会にて取材をご希望の方は、事前に事務局(最終ページに記載)までお申し込みください。
・日 時

2014 年 10 月 14 日(火)11:00～18:00／15 日(水)11:00～15:00

・会 場

「チームスマイル・豊洲 PIT」

■寄付・協賛・協力企業ならびに団体について
本企画の推進と、「PIT」の開設・運営にあたっては、趣旨にご賛同頂いた数多くの企業、団体からの支援を受
けております(2014 年 9 月末現在)。この場をお借りし、厚く御礼を申し上げます。
※50 音順にて表記しております。

《協賛・寄付》
アサヒビール株式会社
株式会社インターネットイニシアティブ
コカ・コーライーストジャパン株式会社
ぴあ株式会社
三井不動産レジデンシャル株式会社
株式会社 WOWOW

《特別協力》
NTT コミュニケーションズ株式会社
東京ガス用地開発株式会社
パナソニック株式会社

《協力》
エンジン 01 文化戦略会議
釜石市(釜石 PIT)
釜石まちづくり株式会社（釜石 PIT）

株式会社共立
タワーレコード株式会社
TSP 太陽株式会社
株式会社東京音響通信研究所(音研)
東芝エルティ－エンジニアリング株式会社
真砂不動産株式会社(いわき PIT)
森平舞台機構株式会社

《Special Thanks》
株式会社イメージング・ワークス
株式会社博報堂ケトル
株式会社ヒビノスペシャル
POOL Inc
株式会社 WHITE DESIGN
株式会社 MILK

■チームスマイル活動への寄付・協賛について
一般社団法人チームスマイルの活動、ならびに「PIT」の開設・運営をはじめとする、復興支援活動への寄附、
協賛を募っております。趣旨にご賛同頂いた皆様からの、温かいご支援とお力添えをお願い申し上げます。
なお、各「PIT」会場にとどまらず、さまざまな機会において、今後も広くドネーション活動を進めてまいります。
詳しくは当法人公式 HP にて随時発表します。

■一般社団法人チームスマイルの概要
名

称

一般社団法人チームスマイル

所 在 地

東京都渋谷区東 1-2-20 渋谷ファーストタワー

設 立 日

2012 年 10 月 4 日

活動趣旨

東日本大震災による被災地の復興支援のため、ライブエンタテインメントを通じた様々な活動
を行う。これにより生み出される収益金は、東北地区の『PIT』の開設・運営、そして、エンタテ
インメントを通じた復興支援のための活動に、その全額が活用される。
① チームスマイルシアター「PIT」の企画・運営
② 同種目的によるチャリティ公演・イベント・スポーツ試合等の開催支援
③ イベント会場等での各種商品・グッズ等の販売
④ ライブ演奏やイベント映像等の配信・受信
⑤ インターネット等を通じた復興支援に関する各種情報提供
⑥ その他、当法人の目的を達成するために必要な事業

代表理事

矢内

副代表理事

中西 健夫 (コンサートプロモーターズ協会会長・(株)ディスクガレージ代表取締役社長)

理

秋元

事

廣

康

(ぴあ(株)代表取締役社長)

(作詞家・プロデューサー)

小原 芳明 (学校法人玉川学園理事長)
川淵 三郎 (首都大学東京理事長・日本サッカー協会最高顧問)
三枝 成彰 (作曲家)
下村 満子 (ジャーナリスト・「下村満子の生き方塾」塾長)
野村

萬

(能楽師・人間国宝・日本芸能実演家団体協議会会長)

林 真理子 (作家)
原田 明夫 (原子力損害賠償廃炉等支援機構運営委員長・弁護士・元検事総長)
福井 俊彦 (キヤノングローバル戦略研究所理事長・元日銀総裁)
吉永 みち子 (作家)
常務理事

村上 元春 (ぴあ(株)取締役)
小林 覚

(ぴあ(株)執行役員)

眞子 祐一 (ぴあ(株)執行役員)
監

事

能勢 正幸 (公認会計士)

顧

問

鈴木 幸一 ((株)インターネットイニシアティブ代表取締役会長)
水野 弘道 (コラー・キャピタル・リミテッド パートナー)
溝畑 宏

(元観光庁長官)

和崎 信哉 ((株)WOWOW 代表取締役社長)
以上 50 音順、敬称略

実行委員長
中西 健夫 (コンサートプロモーターズ協会会長・(株)ディスクガレージ代表取締役社長)
制作委員(プロデューサー)
秋元 康

（作詞家・プロデューサー）

小林 武史 （音楽プロデューサー）
三枝 成彰 （作曲家）
松田 誠

（ネルケプランニング社長）

湯川れい子（音楽評論家）
有森 裕子 (プロランナー)
日比野克彦(アーティスト/東京芸大教授)
広井 王子 (マルチクリエイター)
※2014 年 10 月 1 日現在
以上

＜本件に関する取材窓口＞
一般社団法人チームスマイル 担当／小林・田中
TEL:03-5774-5349
URL : http://team-smile.org

FAX:03-5774-5393
e-mail : info@team-smile.org

＜内覧会のお申込み・シアターの利用に関するお問い合わせ先＞
『チームスマイル・豊洲 PIT』運営事務局 担当／馬場
TEL:03-3531-7888
URL：http://toyosu-pit.team-smile.org/

FAX:03-3531-7836
e-mail : toyosu-pit@team-smile.org

