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株式会社ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ 

 

TUBE の呼びかけに 

各界著名人 120 名以上が集結！！ 

東日本大震災チャリティーソング 

「RESTART」発売決定！ 
 

TUBE は、3 月 11 日に起きた未曾有の大震災直後「音楽人として出来ること、1 人の日本人として出来ることは何な

のか？」と考え、被災された方々と被災地へのエールをこめて復興応援歌「RESTART」という楽曲を制作し、

「RESTART JAPAN」と銘打ったチャリティープロジェクトをスタート。同じ事務所のアーティスト・タレントや、企画に賛同

した TUBE の仲間たち総勢 120 名以上（5/12 時点、引き続きレコーディング中）の著名人がレコーディングに参加した

「RESTART」を 6 月 1 日から「着うた（R）」「着うたフル（R）」で配信、6 月 8 日には CD として発売することが決定し、その

収益を被災地の復興のために寄付することとなりました。 

 

【プロジェクト立ち上げの経緯】 

TUBE のメンバーは、音源としては未完成状態であったこの楽曲を「一刻も早く直接自分達の手で被災地の放送局に

届けたい」との思いで 4 月 16 日・17 日に岩手、宮城、福島の各県を訪問。メディアを通して見ていた以上に衝撃的な現

地の光景と、苛酷な環境下で前向きに生きようとしている被災された方々、ボランティアや現地自治体の関係者などの

姿を見て、東京へ戻った TUBE は、被災地で頑張る全ての人々に対して、自分たちが出来ることをリアルタイムに視聴

者と一緒に考えたいというコンセプトの元、自らが発起人となり、声をかけた同じ所属事務所のアーティスト・タレントた

ちと共に、4 月 24 日にインターネット動画サービスの「USTREAM」と「GyaO!」にて復興応援番組「この声が届きますよう

に」を約 2 時間半生配信しました。番組の最後に出演者全員で歌った復興応援歌「RESTART」はツイッタ―等でも反響

を呼び、さらに被災地からも感謝のメールが多数寄せられたことを受け、チャリティープロジェクト「RESTART JAPAN」を

スタートさせることになりました。 

この企画は、1人でも多くの「声」と「想い」を楽曲「RESTART」に乗せて被災地にエールを送るとともに、チャリティーソ

ングとして「RESTART JAPAN with TUBE」名義でリリースし、収益をチャリティーとして寄付し被災地の一日も早い復興

を応援するプロジェクト。「被災された方々へ対して、仲間たちと一緒に“歌声”を届けたい」という TUBE メンバーの強い

想いのもと仲間たちに企画参加を呼びかけた結果、各界の著名人がこの企画に賛同。その数は日増しに増え続け、最

終的に総勢 120 名以上の賛同者が集結しました。参加者全員の復興を願う熱い想いが伝わる楽曲に仕上がりました。 

【ボーカル前田亘輝のコメント】 

「本当にたくさんの人達に参加していただきました。一人一人の声がつながって、とても大きな想いになったと思いま

す。この想いが被災地の方々や日本を勇気づけてくれる事を心から願っています」 



 

【チャリティーソング・リリース情報】 

■楽曲タイトル：「RESTART」 作詞：前田亘輝/作曲：春畑道哉 

■アーティスト名： RESTART JAPAN with TUBE  

■CD 発売予定日：2011 年 6 月 8 日（水） 

価格：500 円 （税込/1 曲入り ※収益をチャリティーとして寄付） 

■「着うた（R）」「着うたフル（R）」 配信予定日：6 月 1 日～（PC 配信は 6 月 8 日～）  

  価格：「着うた（R）」105 円 、「着うたフル（R）」420 円 （税込/ ※収益をチャリティーとして寄付） 

■発売：株式会社ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ 

■発売期間：2012 年 1 月 31 日までの期間限定商品 

 

 

【チャリティーソング参加メンバー】  ※五十音順 

     

別紙をご参照ください。 

   

【TUBE プロフィール】 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2000年6月1日には、彼らにとっては第二の故郷とも言えるハワイのアロハスタジアムにおいて日本人では初とな

るワンマンライヴを行い、21,000人を動員。デビュー以来25年連続でオリジナルアルバムをリリースし、これまで

にオリコンシングルベスト10には計37曲を送り込んでいる。 

 

※「着うた（R）」、「着うたフル（R）」はソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。 

     

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1985 年 6 月、“THE TUBE”としてシングル「ベストセラー・サマー」 

でデビュー。1986 年 4 月、バンド名を新たに“TUBE”と変え、 

3rd シングル「シーズン・イン・ザ・サン」をリリースし大ヒット。 

その後も「あー夏休み」、「夏を待ちきれなくて」、「夏を抱きしめて」、 

「だって夏じゃない」等、夏をテーマにした楽曲を多数ヒットチャート 

に送り出し、飾らないさわやかさと、夏という TUBE のイメージを、 

ミュージックシーンのみならず広く世間一般にも定着させる。 

 
 



  RESTART JAPAN 参加者リスト 

 
2011年5月1２日 15:00現在 

  

アスリート                （各カテゴリ内五十音順） 
名前 肩書 

白石康次郎 海洋冒険家 

上野広治 競泳日本代表監督 

北島康介 競泳選手 

古賀淳也 競泳選手 

柴田亜衣 元競泳選手 

立石諒 競泳選手 

中村礼子 元競泳選手 

細川大輔 元競泳選手 

松田丈志 競泳選手 

Casey Patterson ビーチバレー選手 

菅山かおる ビーチバレー選手 

西村晃一 ビーチバレー選手 

石川遼 プロゴルファー 

片山晋呉 プロゴルファー 

久保谷健一 プロゴルファー 

鈴木亨 プロゴルファー 

薗田峻輔 プロゴルファー 

田中秀道 プロゴルファー 

谷原秀人 プロゴルファー 

平塚哲二 プロゴルファー 

深堀圭一郎 プロゴルファー 

丸山茂樹 プロゴルファー 

宮里聖志 プロゴルファー 

宮里優作 プロゴルファー 

横尾要 プロゴルファー 

横田真一 プロゴルファー 

王貞治 元プロ野球選手、監督 

田中将大 東北楽天ゴールデンイーグルス選手 

星野仙一 東北楽天ゴールデンイーグルス監督 

原 辰徳 読売ジャイアンツ 監督 

Ａ．ラミレス 読売ジャイアンツ 選手 

小笠原 道大 読売ジャイアンツ 選手 

坂本 勇人 読売ジャイアンツ 選手 

※他 原監督以下 読売ジャイアンツの選手・コーチ

20 名以上が参加 
  

  



    

文化芸能関係                （各カテゴリ内五十音順） 

名前 肩書 

虻川美穂子(北陽) お笑いタレント 

アントキの猪木 お笑いタレント 

芋洗坂係長 お笑いタレント 

大久保佳代子(オアシズ) お笑いタレント 

ドロンズ石本 お笑いタレント 

ビビる大木 お笑いタレント 

増田英彦（ますだおかだ） お笑いタレント 

みはる お笑いタレント 

モエヤン（2 名） お笑いタレント 

山本栄治 お笑いタレント 

アシガルユース（4 名） 音楽アーティスト 

織田哲郎 音楽アーティスト 

沢田知可子 音楽アーティスト 

ザ 50 回転ズ（3 名） 音楽アーティスト 

ジェロ 音楽アーティスト 

SQUAREHOOD（5 名） 音楽アーティスト 

貴水博之 音楽アーティスト 

ちめいど（2 名） 音楽アーティスト 

夏川りみ 音楽アーティスト 

紺野まひる 女優 

中嶋朋子 女優 

藤原紀香 女優 

小倉優子 タレント 

ガダルカナル・タカ タレント・お笑いタレント 

ギャル曽根 タレント 

嶋大輔 タレント 

瀬戸早妃 タレント 

玉川美沙 タレント・DJ 

成田童夢 タレント 、元スノーボード選手 

マギー審司  タレント 手品師 

宮本和知 タレント・元プロ野球選手 

森下千里 タレント 

赤坂泰彦 DJ タレント 

石橋保 俳優 

高知東生 俳優 

中野英雄 俳優 

袴田 吉彦  俳優 

渡辺裕之 俳優 

宮根誠司 アナウンサー 



秋沢淳子 TBS アナウンサー 

はる 占い師 

許斐剛 漫画家 

水内猛 元サッカー選手・キャスター・タレント 

小錦 元力士 

川藤幸三 野球解説者 

井上 公造  芸能レポーター 

佐々木博之 芸能レポーター 

あべかすみ 芸能レポーター 

長谷川まさ子 芸能レポーター 

駒井千佳子 芸能レポーター 

  
  
※読売ジャイアンツに関しては原監督他 選手・コーチ 20 名以上が参加 

5 月 12 日現在 掲載許諾確認済みリスト→約 120 名以上 

 


