【PRESS RELEASE】

平成 28 年 2 月 22 日
株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

平井 堅が伊勢志摩サミット公認サポーターに就任！
伊勢志摩サミット応援ソングを手がけることが決定！
株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：村松俊亮、以下 SML）は、歌手の平井 堅
（SML/アリオラジャパン所属）が、2 月 19 日（金）に東京都内の公益社団法人日本記者クラブにて行われた「伊勢志摩サミット
公認サポーター任命式」にて、自身の出身地である三重県の鈴木英敬三重県知事より、今年 5 月 26 日から 27 日にかけて開
催される先進国首脳会議「伊勢志摩サミット 2016」の公認サポーターに任命され、同時に伊勢志摩サミット応援ソングを手がけ
ることを発表いたしました。

【鈴木英敬 三重県知事コメント】
伊勢志摩サミット開催まで 100 日を切り、残すところあと 97
日となる本日、県民・国民の皆様の関心をより一層高め、
県内のみならず全国的な開催機運を醸成するため、三重
県名張市で育った平井 堅さんに、三重県の伊勢志摩サミ
ット公認サポーターとなっていただくことになりました。平井
堅さんからは、伊勢志摩サミットの開催に向けて、応援ソン
グの提供を通じた地元の三重県をはじめとする全国的な盛
り上げにご賛同いただき、厚く御礼申し上げます。
平井 堅さんとは昨年 10 月の三重公演でお会いしたのです
が、三重県とゆかりのある楽曲を作られたり、また今年 1 月
からは三重県の放送局をキー局としたラジオ番組を始めるなど、地元三重県への思いが大変強い方と感じています。
全国的な知名度が高く、海外での活動経験などもある平井 堅さんが、伊勢志摩サミット公認サポーターとして伊勢志摩サミッ
ト応援ソングをお作りいただき、歌うことを通じて伊勢志摩サミットの PR を行い、三重の魅力を発信してくださることを、大変心
強く思っています。これから伊勢志摩サミット応援ソングの製作に取り掛かられるとのことですので、どのような曲になるのか、
とても楽しみにしています。
平井 堅さん、本日から 12 月 31 日までの間、伊勢志摩サミットの PR と伊勢志摩サミットが開催される三重県の魅力の発信を
よろしくお願いいたします。

【平井 堅コメント】
本当に荷が重いですけど非常に光栄です。三重が故郷で良かったです。サミットと聞くと、自分の日常とは遠い催しで、“世界”
とか“平和”とか大きなイメージで雲をつかむようですが、（自分なりに）半径 1 メートルの範囲から始めて、人と人とのつながり
を描いていきたいです。歌手なので、歌で応援できるように、関わっていければと思っています。

平井 堅と三重県との関わり
昨年 5 月にデビュー20 周年を迎えた平井 堅はこれまでにも、自身の故郷である地名「桔梗が丘」を楽曲のタイトルにして、ミュ
ージックビデオの撮影を桔梗が丘で行ない、今年 1 月からは地元ラジオ局 FM 三重発信の全国ネットのラジオ番組をスタートさ
せるなど、デビューから 20 年を経た現在でも自身の故郷を大切にしています。

実施概要
『伊勢志摩サミット公認サポーター任命式』
■主催：
三重県雇用経済部伊勢志摩サミット推進局 サミット事業推進課
■実施日時： 2016 年 2 月 19 日 （金） 16:30～17:00
■会場：
公益社団法人 日本記者クラブ 会見場
東京都千代田区内幸町 2 丁目 2-1 日本プレスセンタービル 9 階
■三重県知事：
鈴木英敬
■公認サポーター： 平井 堅
■司会：
徳光和夫
サミットとは
サミットとは、日、米、英、仏、独、伊、加、露 8 か国の首脳並びに欧州理事会議長及び欧州委員会委員長が参加して毎年開
催される首脳会議です。（※現在は、露を除く 7 か国による G7 サミットとして開催）
サミットでは、国際社会が直面する様々な地球規模の課題について、首脳は一つのテーブルを囲みながら、自由闊達な意見
交換を通じてコンセンサスを形成し、物事を決定します。そして、その成果が宣言としてまとめられます。グローバル化が進む
と世界各国の相互依存関係が進み、物事が起こりかつ展開する速度が速くなり、その影響するところも国境を越えて大きくな
りますが、それらに有効に対処するためには、首脳のリーダーシップが必要となります。サミットは、首脳のリーダーシップによ
り、国際社会が迅速に解決することが求められている問題に効果的に対応してきています。
サミットを開催する国が、開催する年の 1 月～12 月の 1 年間、サミット議長国となります。サミット議長国は、サミット開催に向け
た事前の準備会合や、実際の首脳会合、外相会合、財務会合等の開催のための諸準備及び議事進行を行います。更に、そ
の時々の国際情勢を反映して、必要に応じて緊急会合の呼びかけを行うこともあります。
これまで日本は 1979 年、1986 年、1993 年、2000 年、2008 年の 5 回議長国となっています。
サミット開催の経緯
1970 年代に入り、ニクソン・ショック（ドルの切り下げ）や第 1 次石油危機などの諸問題に直面した先進国の間では、世界経済
問題（マクロ経済、通貨、貿易、エネルギーなど）に対する政策協調について首脳レベルで総合的に議論する場が必要である
との認識が生まれました。
このような背景の下、ジスカール・デスタン仏大統領（当時）の提案により、1975 年 11 月、パリ郊外のランブイエ城において、日、
米、英、仏、独、伊の 6 か国による第 1 回首脳会議が開催されました。
1975 年のランブイエ首脳会議の結果、世界経済問題に対応するために先進国の首脳が集まって政策協調のための議論の場
を持つことの重要性が認識され、各国が持ち回りで議長国を務めつつ毎年首脳が集まって会合をもつことになりました。
その後、世界経済の諸問題と並んで、冷戦を背景とした東西問題、更には冷戦崩壊後の国際問題、南北問題やその時々の
世界情勢などの政治問題が議論の対象とされるようになり、さらには開発、環境、気候変動などの地球規模の問題についても
議論されるようになっています。このようにして、主要国の政策協調の場であるサミットの重要性はますます高まっています。
平井 堅 プロフィール
（１）生年月日：
（２）出身地：
（３）所属レコード会社：
所属事務所：
（４）経歴等：

1972 年 1 月 17 日（現在 44 歳）
三重県名張市
（株）ソニー・ミュージックレーベルズ / アリオラジャパン
（株）ピンナップスアーティスト
・幼少期に三重県名張市桔梗が丘へ家族で引っ越し、高校 3 年生まで育つ。
・1993 年ソニーレコードと契約、1995 年シングル「Precious Junk」でデビュー。2015 年発表の最新シン
グル「君の鼓動は君にしか鳴らせない」を含め 38 枚、最新アルバム『JAPANESE SINGER』含めオリ
ジナルアルバム 8 枚をリリース。数多くのヒット作品を輩出し、累計 3,000 万枚セールスを記録。
・2015 年 5 月にデビュー20 周年を迎えた。

【INFORMATION】
LIVE 情報
Ken Hirai 20th Anniversary Special !! Live Tour 2016
2016 年 3 月 26 日（土）福岡県・マリンメッセ福岡 ［開場］17:00 ［開演］18:00
2016 年 4 月 13 日（水）大阪府・大阪城ホール ［開場］18:00 ［開演］19:00
2016 年 4 月 14 日（木）大阪府・大阪城ホール ［開場］18:00 ［開演］19:00
2016 年 4 月 23 日（土）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ ［開場］17:00 ［開演］18:00
2016 年 5 月 3 日（火・祝）愛知県・日本ガイシホール ［開場］17:00 ［開演］18:00
2016 年 5 月 4 日（水・祝）愛知県・日本ガイシホール ［開場］17:00 ［開演］18:00
2016 年 5 月 7 日（土）東京都・国立代々木競技場 第一体育館 ［開場］17:00 ［開演］18:00
2016 年 5 月 8 日（日）東京都・国立代々木競技場 第一体育館 ［開場］17:00 ［開演］18:00
●料金 指定席 ¥8,100（税込） 一般発売日：2016 年 2 月 20 日（土）

最新リリース情報
平井 堅 デビュー20 周年 YEAR 幕開け LIVE の映像リリース決定！
平井 堅デビュー20 周年 YEAR の幕開けを記念して Zepp Tokyo にておこなわれた超プレミアム LIVE の熱狂を余すことなく収
録した映像をリリース！わずか 2000 人の前で 15 年ぶりに行われたプレミアムスタンディング LIVE の模様を全 20 曲ノーカット、
トータル 120 分以上にわたり完全収録！セットリストも 20 周年軌跡を振り返るヒットソングの数々に溢れたベストオブベスト!!!
さらに初回生産分には特典映像としてデビュー20 周年を振り返るインタビューやデビュー当時の秘蔵 LIVE 映像など激レア映
像満載でお届けするプログラム「KEN HIRAI TV Vol.4」を収録します！
Ken Hirai Films Vol.13
『Ken Hirai 20th Anniversary Opening Special !! at Zepp Tokyo』
2016.3.23 ON SALE
＜収録曲＞
01.楽園
02.哀歌(エレジー)
03.LOVE OR LUST
04.Precious Junk
05.片方ずつのイヤフォン
06.Stay With Me
07.キャッチボール
08.横顔
09.キミはともだち
10.僕は君に恋をする

11.思いがかさなるその前に・・・
12.桔梗が丘
13.even if
14.告白
15.君の好きなとこ
16.KISS OF LIFE
17.POP STAR
18.Love Love Love
19.瞳をとじて
20.LIFE is...

＜価格・品番＞
◎Blu-ray 初回限定盤： \ 6,000＋税 品番 BVXL-55
◎DVD 初回限定盤： \ 5,500＋税 品番 BVBL-120/121
◎Blu-ray 通常盤： \ 6,000＋税 品番 BVXL-56
◎DVD 通常盤： \ 5,500＋税 品番 BVBL-122

平井 堅 Official Website
http://www.kenhirai.net

【お問い合わせ先】
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント 広 報 チーム メールアドレス press@sonymusic.co.jp
ホームページ http://www.sme.co.jp/

