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＜報道関係各位＞                   2016 年 3 月 2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。～ 

 

 

 

 

 

 

 

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、2016年 3月 11日(金)に、宮城県内での活動拠点となる新ホール

『チームスマイル・仙台 PIT』をオープンします。それに伴い、3月 10日（木）に落成披露式ならびにレセプショ

ンパーティを開催いたします。 

 

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「心の復興」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、一昨年 10 月 17 日に

オープンした『豊洲PIT』(東京都江東区豊洲)、昨年 7月 24日にオープンした『いわきPIT』（福島県いわき市）、

今年 1月 9日にオープンした『釜石 PIT』（岩手県釜石市）のほか、この度オープンする『仙台 PIT』（宮城県仙

台市）の計 4か所に開設されます。 

 

『仙台 PIT』は、収容客数約 1,200 名(スタンディング)のホールで、コンサートやライブを中心に、各種復興支

援イベント、演劇やミュージカル、講演会やライブビューイング、ワークショップなどの様々な用途に活用され

ます。また、「仙台 PIT」の開設にあたっては、仙台市にも協力自治体として参画願っており、文字通り、アー

ティストと自治体(行政)、そして民間の復興への気持ちが一つになって実現する、これまでに例のない支援

活動のシンボル的ホールとなります。なお、『仙台 PIT』をはじめとする東北地区の『PIT』の開設や運営に必

要な費用は、東京の『豊洲 PIT』の事業収益金の全額、ならびに趣旨にご賛同頂いた方々からの協賛、寄付、

特別協力によってまかなわれます。この度仙台 PIT のオープンにあたってご寄付を頂いたプリンセス プリン

セスには、3/11（金）～13（日）に開催されるオープニング公演にご出演いただきます。 

 

『仙台 PIT』では、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。 

プリンセス プリンセス 再結成活動の義援金を建設資金に寄付 

3/10（木） 新ライブハウス「チームスマイル・仙台 PIT(ピット)」の 

落成披露式ならびにレセプションパーティが開催されます 
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    ■『チームスマイル・仙台 PIT』設立の経緯 

「Zepp 仙台」の閉館後、本格的なライブハウスの新設を待望するファンの声が高まっていた仙台エリア。エン

タテインメントを通じた復興支援活動を行うため、宮城県に「PIT」の開設を構想していたチームスマイルと、

「音楽を通じて、東北地方の復興支援を」という強い想いを抱くプリンセス プリンセス、これを歓迎する仙台

市の縁が結ばれ、プリンセス プリンセスの再結成活動による義援金を建設費の一部に充てることで、この

「仙台 PIT」構想が実現しました。 

 

■『チームスマイル・仙台 PIT』の概要 

     ・名  称   チームスマイル・仙台 PIT  

・所在地   宮城県仙台市太白区あすと長町 2 丁目 2 番 50 号 

・開業時期   2016 年 3 月 11 日（金） 

・収容人数    約 1,200 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／仙台市営地下鉄南北線長町駅より徒歩 6 分 

   ・運営主体   一般社団法人チームスマイル 

 

     

■『仙台 PIT』の特別企画とオープニングイベントについて 

 

1) 制作委員(プロデューサー)／日比野克彦氏監修による、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、仙台市民の皆さんに外壁アートを制作して頂きました。テーマは「夢をつなげよう！」。 

一人一人の描いた絵が、隣りどうしで繋がって大きな一枚の壁に広がります。 

 

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 

「PIT」のオープニングチャイムは、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、「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) プリンセス プリンセスによる仙台 PITオープニング公演…3/11(金)～13(日)の 3日間開催 

『PRINCESS PRINCESS TOUR 2012-2016 再会 -FOR♡EVER-』 

■公演日程   2016/3/11(金) 開場 18:00 ／ 開演 19:00   

3/12(土) 開場 16:00 ／ 開演 17:00 

                3/13(日) 開場 14:00 ／ 開演 15:00 

当日の取材をご希望の方は、ソニー・ミュージック・レーベルズ(5 ページに記載)までお申し込み下さい。 



3 

 

■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(2016 年 3 月現在)。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。 

 

≪Special Supported by≫ 

PRINCESS PRINCESS 

 

《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 

東日本旅客鉄道株式会社 

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 

株式会社共立 

仙台市 

タワーレコード株式会社  

TSP太陽株式会社 

森平舞台機構株式会社 

■その他の『チームスマイル・PIT』 

   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 「チームスマイル・いわき PIT」  

・所在地 福島県いわき市平祢宜町 5-13 

・開業時期 2015 年 7 月 24 日 

・収容人数 約 200 名(着席)  

・アクセス JRいわき駅より徒歩 10 分 

 

3)「チームスマイル・釜石 PIT」 

・名  称 「チームスマイル・釜石 PIT」  
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・所在地 岩手県釜石市大町 1 丁目 1-10 （釜石情報交流センター内） 

・開業時期 2016 年 1 月 9 日 

・収容人数 約 150 名(着席)  

・アクセス JR駅より徒歩 10 分 

 

■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  廣  (ぴあ(株)代表取締役社長) 

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   事 秋元  康  (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 (年金積立金管理運用独立行政法人 CIO) 
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溝畑 宏  (大阪府特別顧問・元観光庁長官) 

和崎 信哉 ((株)WOWOW 代表取締役会長) 

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)   

立川 直樹 (プロデューサー/ディレクター) 

北牧 裕幸 ((株)キューブ代表取締役社長)             ※以上 50 音順、敬称略 

         2016 年 3 月 2 日現在 

以上    

 

 

  

＜3/10 落成披露式の取材申込み窓口およびチームスマイル活動に関する問合せ先＞ 

一般社団法人チームスマイル 担当／田中 

TEL:03（5774）5349  FAX:03（5774）5393 e-mail : ayumi.tanaka@pia.co.jp 

 

＜3/11～13 PRINCESS PRINCESS によるオープニングコンサートに関する問合せ先＞ 

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ 担当／木村 

TEL03-3515-5565  FAX:03-3515-5150 e-mail：mariko.kimura@sonymusic.co.jp 
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2016 年 3 月 2 日                                         一般社団法人チームスマイル 

 

 

『チームスマイル・仙台 PIT』 3/10（木）取材申込書 
 

下記の通り、仙台 PIT の落成披露式ならびにレセプションパーティを開催いたします。 

当日ご出席の方は、本シートにご記入の上、事前にお申し込みください。 

 

【3/10（木） 仙台 PIT 落成披露式ならびにレセプションパーティ】 

■開催時間： 17：30 開場・受付開始／18：00 開宴（19：00 頃終了予定） 

■開催場所： 仙台 PIT（仙台市太白区あすと長町 2 丁目 2 番 50 号） 

■出席者：  矢内廣（(一社)チームスマイル代表理事/ぴあ㈱代表取締役社長）、 

         中西健夫（(一社)チームスマイル副代表理事/㈱ディスクガレージ代表取締役社長）、 

         奥山恵美子様（仙台市市長）、プリンセス プリンセス 

         （リハーサル中のため、プリンセス プリンセスの囲み取材等は行いません。） 

 

※3/11（金）～13（日）のプリンセス プリンセスのコンサートへのご取材申込をご希望の方は、 

ソニー・ミュージック・レーベルズ(5 ページに記載)までお申し込みください。 

 

************《FAX返信用紙》 ※3/7(月)12：00 必着にてお申し込みください。**************** 

 

FAX送信先  03(5774)5393 
（一般社団法人チームスマイル事務局/担当：田中宛） 

 

・当日は、お手数でもこの用紙とお名刺をご持参ください。受付にて、照合させて頂きます。  

・なお、大変恐れ入りますが、当日必ずお越し頂ける方のみ、一社合計 3 名様までとさせて頂きます。 

 

御社名   

部署名/御役職  

御芳名  

御同行スタッフ人数                    人 

御連絡先 電話番号                          FAX番号                       

メールアドレス                                                

番組名/掲載誌・紙名  

放映予定日時/ 

掲載誌・紙発行予定日 

 

撮影素材  □ あり （□ スチール / □ ムービー）     □ なし 

備考欄  

 

※お問い合わせ先／一般社団法人チームスマイル事務局 …電話 03(5774)5349  担当：田中 


