
 
 
 
＜報道関係各位＞                   2015 年 8 月 27 日 

プリンセス プリンセス 
一般社団法人チームスマイル 

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ 
 

 

～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のため、2012年に再結成したプリンセス プリンセス。その、約1年にわたる活動によ

り集められた義援金を建設資金とし、来る 2016 年 3 月 11 日(予定)、仙台市内に 1,200 人(スタンディング)収容

の新ライブハウス「チームスマイル・仙台 PIT」(仙台市太白区あすと長町 2 丁目)が誕生します。すでに拠出済

みの第一次支援、第二次支援に続き、今回が第三次支援となります。 

 

「PIT」は、被災地での復興支援活動を続ける(社)チームスマイル(所在地：東京都渋谷区、代表理事：矢内廣)

が、その活動拠点として東北三県と東京に開設を進めているホールで、すでに「豊洲 PIT」(東京都江東区)と、 

「いわき PIT」(福島県いわき市)がオープンしています(「PIT」は、「ＰＰＰＰower ＩＩＩＩnto ＴＴＴＴohoku!」の略称です)。 

 

「チームスマイル・仙台 PIT」は、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る予定です。また、「仙台 PIT」の開設

にあたっては、仙台市にもご御協力いただいており、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その他の費用は、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法人、団体、個人からの(社)チームスマイルへの協賛、寄

付、協力によってまかなわれます。加えて、「仙台PIT」と並行し、来年1月には「釜石PIT」もオープン予定です。 

 

プリンセス プリンセスと(社)チームスマイル、それに仙台市は、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ホール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。「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、私たち

は「仙台 PIT」を通じて、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 

被災地での「心の復興支援」の拠点となる新ライブハウス、 

「チームスマイル・仙台 PIT(ピット)」が来年 3 月オープン 



■『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」が実現しました。 

 

    ■『チームスマイル・仙台 PIT』の概要 

                    ・名・名・名・名        称称称称            チームスマイル・仙台 PIT     

・所在地・所在地・所在地・所在地   宮城県仙台市太白区あすと長町 2 丁目 2 番 

・開業時期・開業時期・開業時期・開業時期   2016 年 3 月 11 日(予定) 

・収容人数・収容人数・収容人数・収容人数       約 1,200 名(スタンディング)     

・アクセス・アクセス・アクセス・アクセス   JR 東北本線長町駅より徒歩 5 分／仙台市営地下鉄長町駅より徒歩 6 分 

   ・土地所有者・土地所有者・土地所有者・土地所有者        株式会社インターネットイニシアティブ(IIJ)         

   ・建物所有者・建物所有者・建物所有者・建物所有者        TSP 太陽株式会社 

・運営主体・運営主体・運営主体・運営主体            一般社団法人チームスマイル  

    ※仙台市内のプロモーター・イベンター各社からの協賛、運営協力を得る予定です。 

・総開設費用・総開設費用・総開設費用・総開設費用  約 12 億 5 千万円 

・完成予想パース・完成予想パース・完成予想パース・完成予想パース／／／／MAPMAPMAPMAP    

       

(画像データやロゴマークは別添 CDR に収納されています) 

 

 

 

 



■プリンセス プリンセスのこれまでの支援実績 

義援金総義援金総義援金総義援金総額額額額    509,976,233509,976,233509,976,233509,976,233 円円円円                

 

・第 1 次支援先（2013 年発表）…「被災地の地域医療への支援」 

 被災地の地域医療、看護体制を支える看護業務に携わる方々、看護師を志す若い方々を応援する事業に 

 役立てることを目的とし、下記の通り寄付。 

1)岩手県 50,000,000 円 

2)宮城県 50,000,000 円 

3)福島県 50,000,000 円 

4)新潟総合学院(FSG カレッジリーグ) 20,000,000 円 

計 170,000,000 円 

 

・第 2 次支援先（2014 年発表）…「東北エリアでの教育支援」 

 東北地方の豊かな自然環境を活用した「自然環境教育プログラム」創成を目的とし、「自然環境教育の 

 指導者育成」と「施設整備」のプログラムをスタートさせた東北福祉大学に対し、その充実のために寄付。 

 1)東北福祉大学 30,000,000 円 

 

・第 3 次支援先（本日発表）…「仙台 PIT」の開設 

 1)「仙台 PIT」 309,976,233 円 

 

■チームスマイル「PIT」への寄付・協賛・協力企業ならびに団体 

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、個人からの 

支援を受けております(2015 年 8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) 

 

《《《《Special Supported bySpecial Supported bySpecial Supported bySpecial Supported by        

PRINCESS PRINCESSPRINCESS PRINCESSPRINCESS PRINCESSPRINCESS PRINCESS》》》》    (仙台 PIT) 

    

《協賛・《協賛・《協賛・《協賛・寄付》寄付》寄付》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 

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ 

株式会社ディスクガレージ 

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 

 



《《《《特別特別特別特別協力》協力》協力》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》《協力》《協力》《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 

仙台市(仙台 PIT) 

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 

株式会社東北共立（いわき PIT／仙台 PIT） 

東日本旅客鉄道株式会社(いわき PIT) 

真砂不動産株式会社(いわき PIT) 

森平舞台機構株式会社 

 

《活動に関する基本協定締結》《活動に関する基本協定締結》《活動に関する基本協定締結》《活動に関する基本協定締結》    

いわき市 

いわき商工会議所 

釜石市 

  

《チームスマイル・アンバサダー《チームスマイル・アンバサダー《チームスマイル・アンバサダー《チームスマイル・アンバサダー((((「東北「東北「東北「東北 PITPITPITPIT」応援大使」応援大使」応援大使」応援大使))))》》》》    

香川真司(日本代表プロサッカー選手／ボルシア・ドルトムント所属) 

 

《チームスマイル・《チームスマイル・《チームスマイル・《チームスマイル・東北東北東北東北 PITPITPITPIT 応援団応援団応援団応援団》》》》    

※別紙参照 

 

 

 

 

 



■その他の『チームスマイル・PIT』 

            1)1)1)1)「チームスマイル・豊洲「チームスマイル・豊洲「チームスマイル・豊洲「チームスマイル・豊洲 PITPITPITPIT」」」」    

・所在地・所在地・所在地・所在地 東京都江東区豊洲 6 丁目 

・開業・開業・開業・開業日日日日 2014 年 10 月 17 日 

・収容人数・収容人数・収容人数・収容人数 約 3,100 名(スタンディング)     

・アクセス・アクセス・アクセス・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)2)2)2)「チームスマイル・いわき「チームスマイル・いわき「チームスマイル・いわき「チームスマイル・いわき PITPITPITPIT」」」」    

・所在地・所在地・所在地・所在地 〒970-8052 福島県いわき市平祢宜町 5 丁目 13  

・開業・開業・開業・開業日日日日 2015 年 7 月 24 日 

・収容人数・収容人数・収容人数・収容人数 約 200 名(着席)     

・アクセス・アクセス・アクセス・アクセス JR常磐線いわき駅より徒歩 8分 

     ・協・協・協・協        定定定定 2015 年 1 月に、いわき市、いわき商工会議所と、三者間で連携協定を締結 

       

3)3)3)3)「チームスマイル・釜石「チームスマイル・釜石「チームスマイル・釜石「チームスマイル・釜石 PITPITPITPIT」」」」    

・所在地・所在地・所在地・所在地 岩手県釜石市大町／釜石情報交流センター内 

・開業時期・開業時期・開業時期・開業時期 2016 年 1 月(予定) 

・収容人数・収容人数・収容人数・収容人数 約 150 名(着席)     

・アクセス・アクセス・アクセス・アクセス JR釜石駅より徒歩 10 分 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

  

＜プリンセス プリンセスに関するお問い合わせ先＞ 

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ SME レコーズ 担当／木村（080-5903-5225） 

※過去のライブ映像などご使用希望の際は SME レコーズ宣伝部（金子：080-5903-5238）まで。 

TEL:03-3515-556１ FAX:03-3515-5150 

＜チームスマイル活動ならびに PIT に関する総合取材窓口＞ 

一般社団法人チームスマイル 担当／小林・田中・奥山 

TEL:03-5774-5349  FAX:03-5774-5393 

URL : http://team-smile.org  e-mail : info@team-smile.org 



＜別添資料＞ 

■プリンセス プリンセス プロフィールならびに再結成活動(2012～2016 年) 

岸谷香・中山加奈子・富田京子・今野登茂子・渡辺敦子5人からなるバンド。 

2012年１月6日 東日本大震災復興・復旧支援のために、再結成活動を行うことを発表した。 

 

1986年ミニアルバム「Kissで犯罪」でデビュー。「Diamonds」(1989)、「世界でいちばん熱い夏」（1989）、

「OH!YEAH!」(1990)」、「ジュリアン」(1990)、「KISS」(1991)など、シングルを発売するたびにオリコン1位を続々獲

得。アルバム「LOVERS」「プリンセス・プリンセス」でミリオンセールスを記録するなど快進撃を続け、1989年に

は女性だけのバンドとしては初の武道館公演を行う。13年にわたる活動の中で、ライブでは190万人を動員した

が、1996年5月31日、武道館公演をもってその活動に終止符を打った。 

 

解散から16年。2012年１月6日、東日本大震災復興・復旧支援のために再結成活動を行うことを発表。同年、 

仙台サンプラザホール（11月3日・4日）、日本武道館公演（11月20日・21日・23日・24日）を開催。さらに、追加公

演として東京ドーム（12月23日・24日）公演を行い、女性バンドとしては史上初の東京ドーム公演を果たした。 

 

2013年、2014年と、集められた寄付金による支援先をオフィシャルホームページ、オフィシャルFacebook、メン

バーブログなどで発表してきたが、2015年8月27日、第3次支援として被災地でのライブハウス設立のための寄

付を行うことを発表。このライブハウス「チームスマイル・仙台PIT」は、震災から5年目となる2016年3月11日に

仙台市にオープン予定。 

 

プリンセス プリンセスの存在・楽曲たちは、今もなお多くの人に親しまれ続けている。 

 

■プリンセス プリンセス メンバーからの公式コメント 

    「「「「“音楽”を通じてたくさんの方々が寄付してくださったお金なので、メンバー一同、“音楽”にまつわる形での寄付“音楽”を通じてたくさんの方々が寄付してくださったお金なので、メンバー一同、“音楽”にまつわる形での寄付“音楽”を通じてたくさんの方々が寄付してくださったお金なので、メンバー一同、“音楽”にまつわる形での寄付“音楽”を通じてたくさんの方々が寄付してくださったお金なので、メンバー一同、“音楽”にまつわる形での寄付

ができればができればができればができれば、、、、とずっと考えていました。今回、このライブハウス設立により、多くのミュージシャンの活動はもちろとずっと考えていました。今回、このライブハウス設立により、多くのミュージシャンの活動はもちろとずっと考えていました。今回、このライブハウス設立により、多くのミュージシャンの活動はもちろとずっと考えていました。今回、このライブハウス設立により、多くのミュージシャンの活動はもちろ

んのこと、音楽に限らず、演劇や学校などの発表の場としても活動を行えます。んのこと、音楽に限らず、演劇や学校などの発表の場としても活動を行えます。んのこと、音楽に限らず、演劇や学校などの発表の場としても活動を行えます。んのこと、音楽に限らず、演劇や学校などの発表の場としても活動を行えます。    

    

県外からもたくさんの方がこの場所に集まってくだされば、東北地方の活性化にもつながります。一度きりの支県外からもたくさんの方がこの場所に集まってくだされば、東北地方の活性化にもつながります。一度きりの支県外からもたくさんの方がこの場所に集まってくだされば、東北地方の活性化にもつながります。一度きりの支県外からもたくさんの方がこの場所に集まってくだされば、東北地方の活性化にもつながります。一度きりの支

援ではなく、ライブハウスが運営されている限り、ずっと支援が続けられること、それがこの寄付を選んだ援ではなく、ライブハウスが運営されている限り、ずっと支援が続けられること、それがこの寄付を選んだ援ではなく、ライブハウスが運営されている限り、ずっと支援が続けられること、それがこの寄付を選んだ援ではなく、ライブハウスが運営されている限り、ずっと支援が続けられること、それがこの寄付を選んだ理由理由理由理由

です。そしてこの支援により、未だ心を痛めていらっしゃる方々、復興にご尽力されている方々を、“音楽”の力です。そしてこの支援により、未だ心を痛めていらっしゃる方々、復興にご尽力されている方々を、“音楽”の力です。そしてこの支援により、未だ心を痛めていらっしゃる方々、復興にご尽力されている方々を、“音楽”の力です。そしてこの支援により、未だ心を痛めていらっしゃる方々、復興にご尽力されている方々を、“音楽”の力

で少しでも応援することが出来たなら、と願っています。  これまでも皆様には、第で少しでも応援することが出来たなら、と願っています。  これまでも皆様には、第で少しでも応援することが出来たなら、と願っています。  これまでも皆様には、第で少しでも応援することが出来たなら、と願っています。  これまでも皆様には、第 1111 次、第次、第次、第次、第 2222 次支援先のご報告次支援先のご報告次支援先のご報告次支援先のご報告

をさせていただきましたが、ここに最終の支援先のご報告をさせて頂きます。をさせていただきましたが、ここに最終の支援先のご報告をさせて頂きます。をさせていただきましたが、ここに最終の支援先のご報告をさせて頂きます。をさせていただきましたが、ここに最終の支援先のご報告をさせて頂きます。    

    

改めてこの活動に賛同してくださった皆様に心より感謝申し上げます。皆様の思いを形にして残せる事、私た改めてこの活動に賛同してくださった皆様に心より感謝申し上げます。皆様の思いを形にして残せる事、私た改めてこの活動に賛同してくださった皆様に心より感謝申し上げます。皆様の思いを形にして残せる事、私た改めてこの活動に賛同してくださった皆様に心より感謝申し上げます。皆様の思いを形にして残せる事、私た

ちもとても嬉しいです。本当にどうもありがとうございました。ちもとても嬉しいです。本当にどうもありがとうございました。ちもとても嬉しいです。本当にどうもありがとうございました。ちもとても嬉しいです。本当にどうもありがとうございました。」」」」    



■一般社団法人チームスマイルの概要 (2015(2015(2015(2015 年年年年 8888 月現在月現在月現在月現在)))) 

東日本大震災による被災地の復興に向け、エンタテインメントを通じて様々な支援活動を行うことを目的として、東日本大震災による被災地の復興に向け、エンタテインメントを通じて様々な支援活動を行うことを目的として、東日本大震災による被災地の復興に向け、エンタテインメントを通じて様々な支援活動を行うことを目的として、東日本大震災による被災地の復興に向け、エンタテインメントを通じて様々な支援活動を行うことを目的として、

2012201220122012 年に設立された一般社団法人。東京と東北年に設立された一般社団法人。東京と東北年に設立された一般社団法人。東京と東北年に設立された一般社団法人。東京と東北 3333 県県県県((((福島・宮城・岩手福島・宮城・岩手福島・宮城・岩手福島・宮城・岩手))))に、その活動拠点となるホール「に、その活動拠点となるホール「に、その活動拠点となるホール「に、その活動拠点となるホール「PITPITPITPIT」」」」

を順次開設中を順次開設中を順次開設中を順次開設中((((東京「豊洲東京「豊洲東京「豊洲東京「豊洲 PITPITPITPIT」、福島「いわき」、福島「いわき」、福島「いわき」、福島「いわき PITPITPITPIT」はすでに」はすでに」はすでに」はすでにオオオオーーーーププププンンンン))))。中。中。中。中西副代西副代西副代西副代表理事の表理事の表理事の表理事の引引引引きききき合合合合わせで、わせで、わせで、わせで、プリプリプリプリ

ンセスンセスンセスンセス    プリプリプリプリンセスとチームスマイルのンセスとチームスマイルのンセスとチームスマイルのンセスとチームスマイルの意意意意思が思が思が思が共共共共有され、有され、有され、有され、そのそのそのその義援金により、ライブハウス「義援金により、ライブハウス「義援金により、ライブハウス「義援金により、ライブハウス「仙台仙台仙台仙台 PITPITPITPIT」の開設が」の開設が」の開設が」の開設が

実実実実現した。現した。現した。現した。    

 

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) 

溝畑 宏  (元観光庁長官・大阪観光局理事長) 

和崎 信哉 ((株)WOWOW代表取締役会長)            (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 (元マラソン選手) 

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)      

  加藤 功(＝いわき PIT専属/ライブ&バー・クイーン支配人)  

             以 上 


