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三陸鉄道が今度は野球に挑戦 !?
「キットカット」と一緒に超地域密着型の野球団

「三陸鉄道キット Dreams」 結成
岩隈久志投手を GM に迎え、目指すは日本一の野球団！
野球を通じた新たな地域復興で、沿線住民に夢と希望と笑顔を !!

三陸鉄道株式会社（本社：岩手県宮古市、代表取締役社長 望月正彦）とネスレ日本株式会社（本社：兵庫県神
戸市、代表取締役 社長 兼 CEO：高岡浩三） は、宮古市が計画中の田老野球場再建の話を契機に、このたび

地域密着型の野球団「三陸鉄道キット Dreams（ドリームス）」を 11 月 6 日（木）に設立し、野球を通じた新たな地域
復興を目指します。

◆「キット、夢かなう。」 日本一の球団を目指します！
東日本大震災から 3 年。今年 4 月に全線復旧を果たした三陸鉄道は、震災復興の象徴的存在となりました。
復旧を果たした現在は沿線地域をはじめ、被災地全体の復興を支援しています。
三陸鉄道をはじめ、被災地のインフラ環境は再整備されつつあります。その一方で、豊かな暮らしを取り戻せ
るよう“クオリティ・オブ・ライフ（生活の質）”に向けた復興活動が一層重要になっています。三陸鉄道沿線では、
宮古市が 2016 年春に向けて田老野球場の再建を目指しています。
三陸鉄道は、新田老野球場の再建に合わせ沿線地域をはじめ被災地を応援する新たな復興支援プロジェク
トを立ち上げます。三陸鉄道と一緒に復興支援プロジェクト「キット、ずっとプロジェクト 」を展開してきた
ネスレ日本のチョコレートブランド「キットカット」と 共に、三陸鉄道社員と沿線住民による草野球チーム
「三陸鉄道キット Dreams」を結成。三陸鉄道の不屈の闘志と、「キットカット」のブランドメッセージとして掲げる
“キット、願いかなう。”を掛け合わせた『キット、夢かなう。』を合言葉に、白球に夢を乗せ追いかけます。その姿
を通して被災地を元気づけたいと考えています。
「三陸鉄道キット Dreams」が掲げる夢とは、ズバリ“日本一”。草野球大会での“日本一”と、新田老野球場
再建に合わせた“日本一のこけら落としイベント”の開催を目指して活動してまいります。
◆三陸鉄道キット Dreams とは？
三陸鉄道・望月正彦社長を球団オーナー、宮古市・山本正徳市長を監督、そして、今回の主旨にご賛同いた
だいた、シアトル・マリナーズの岩隈久志投手を GM（General Manager）に迎え、三陸鉄道社員と沿線住民から
選ばれた選手たちが活動を開始。当面は、2015 年 3 月に東北地方での交流試合を実施した後、ニコニコ生放送
の協力の下草野球日本一を決めるトーナメント大会「キット、ずっと杯争奪戦（仮称）」（3 月：東日本・中日本・西日
本大会、5 月：決勝大会）を開催予定です。

◆強力なメンバーが続々と応援団に参加
①球団マスコットは“バッファローマン”
岩手県の特産である“短角牛”になぞらえて、作者・ゆでたまご（嶋田隆司氏・中井義則氏の共同ペンネーム）
先生にご協力いただき、漫画『キン肉マン』の人気キャラクター「バッファローマン」を球団マスコットに起用。ロン
グホーンからサクラ柄のショートホーンになった新しい姿で球団メンバーを鼓舞します。
②応援ソングは“MONKEY MAJIK（モンキーマジック）”
仙台在住で自らも被災経験があり、復興支援活動も行ってきたアーティスト・MONKEY MAJIK が応援ソングを
手掛けます。子供からお年寄りまで口ずさみやすく、応援が楽しくなる書き下ろし曲『Beautiful』はリリースに向け
現在制作中です。2 月 7 日には初の武道館ライブが決定しています。
③映画監督・松浦徹が手掛けるドキュメンタリーショートフィルム
夢を追いかける球団メンバーの素顔を通して、被災地の今を伝えるドキュメンタリーフィルムを制作し、「ネスレ
シアター on YouTube」にて公開します。
その他、ゼット株式会社によるユニフォーム提供など、すでに本球団への支援の輪が広がりつつあります。
今後も、応援の輪を広げられるよう邁進してまいります。
三陸鉄道とネスレ日本、宮古市は、これまでにない新しい超地域密着型野球団「三陸鉄道キット Dreams」を
通じ、野球の楽しさ・夢見る力の大切さを伝えることで、大きな夢を抱く子どもたちの希望につなげていきます。
沿線地域での活動のみならず、遠征試合等を通じ日本全国、そして世界への情報発信に努め、被災地の復興
を、そしてクオリティ・オブ・ライフ向上を応援してまいります。

◎オーナー：三陸鉄道株式会社 代表取締役社長 望月正彦のコメント
東日本大震災の被災地に勇気と希望を与えている「キット、ずっとプロジェクト」。これまで三陸鉄道の車両をラッピン
グした「キット、ずっと 1 号～3 号」の運行や「切符カット」の販売など、様々な支援の取組みをいただきました。そして今、
新たな展開が始まります。夢は大きく草野球日本一。このプロジェクトを通じて、多くの皆さまの笑顔がつながることを
期待しています。

◎GM：プロ野球選手 シアトル・マリナーズ 岩隈久志のコメント
震災を風化させないために「三陸鉄道キット Dreams」という野球チームを通じて、また僕の大好きな「野球」というスポ
ーツを通じて皆さまに夢や希望を与えることができるよう活動していきます。「三陸鉄道キット Dreams」は草野球日本
一を目指すだけではなく、復興支援・地域貢献・社会貢献・防災意識向上活動においても日本一を目指します！

◎監督：岩手県宮古市 市長 山本正徳のコメント
チームは公私ともに充実しているバランスの取れたメンバー構成です。私も時間が許す限り、練習やゲームに積極的
に参加し、チームを主導していきたいと考えています。「三陸鉄道キット Dreams」という野球チームを通じて、三陸地域
から新たな形で情報発信をさせていただくことになり、私たち三陸地域と世界中の皆さまがつながり、新たな展開が始
まることを楽しみにしています。

―「三陸鉄道キット Dreams」概要 ―
【球団名称】三陸鉄道キット Dreams（ドリームス）
【設立年月】 2014 年 11 月 6 日（木）
【活動内容】
被災地の“クオリティ・オブ・ライフ”に向けた復興活動の一環として、三陸鉄道社員と沿線住民で結成
された超地域密着型の野球団。シアトル・マリナーズの岩隈久志投手を GM に迎え、不屈の闘志と夢
見る力で日本一の野球団になることを目指します。草野球日本一、そして、2016 年春に再建予定の新
田老野球場での“日本一のこけら落としイベント”開催に向け、様々な活動を行ってまいります。

＜今後の主な予定＞
2014 年 12 月上旬

「キット、ずっと杯争奪戦（仮称）」の参加チーム募集～公式 HP より応募

2015 年 2 月 4 日（水）

MONKEY MAJIK による球団ソング『Beautiful』収録の
ニューアルバム『Colour by Number』リリース

2015 年 3 月

震災 4 年目に合わせ、東北地方で交流試合を開催

2015 年 3 月

「キット、ずっと杯争奪戦（仮称）」地区大会～東日本・中日本・西日本エリア

2015 年 5 月

同トーナメントの決勝大会を東京都内で開催

2015 年春

松浦徹監督によるショートフィルム完成・「ネスレシアターon YouTube」公開

2016 年春

新田老野球場での“日本一のこけら落としイベント”を開催

【構成メンバー】
◎オーナー：三陸鉄道株式会社 代表取締役社長 望月正彦
◎GM（ゼネラルマネージャー）：シアトル・マリナーズ 岩隈久志
◎監督：岩手県宮古市 市長 山本正徳
◎選手：計 29 名／三陸鉄道社員、沿線住民
◎マネージャー：計 4 名
◎コーチその他：計 4 名
◎野球団応援団長：ネスレ日本株式会社
【協力メンバー・企業】 ※敬称略
◎漫画家・ゆでたまご（嶋田隆司・中井義則）／球団マスコット「バッファローマン」・ロゴマーク協力
◎アーティスト・MONKEY MAJIK（メイナード、ブレイズ、タックス、ディック）／球団ソング制作
◎映画監督・松浦徹／球団のドキュメンタリー映画（ショートフィルム）制作
◎株式会社ドワンゴ／「キット、ずっと杯争奪戦（仮称）」運営、ニコニコ生放送
◎ゼット株式会社／ユニフォーム制作

ゆでたまご

球団ロゴマーク

MONKEY MAJIK

松浦徹監督

（嶋田隆司・中井義則）

【関連サイト】
◎公式 HP（ネスレ日本「キット、ずっとプロジェクト」HP 内） http://nestle.jp/brand/kit/kittozutto/
◎三陸鉄道 HP http://www.sanrikutetsudou.com/

【一般からの問合せ】
◎三陸鉄道 TEL：0193-62-8900 E-mail:info@sanrikutetsudou.com
◎ネスレお客様相談室 TEL：0120-00-5916（日曜・祝日を除く 9 時～17 時）

■「三陸鉄道」について
三陸鉄道は、岩手県の三陸海岸沿いを縦貫している鉄道で、通称
「三鉄（さんてつ）」。全国初の第三セクター鉄道として1984年4月に開業
しました。地元の足として愛され、通常の車両のほか、お座敷車両、レト
ロ調車両の運転を行っていましたが、2011年3月に発生した東日本大
震災の影響で、南北リアス線合わせて317ヵ所が被災。一部区間のみ
の運行を強いられました。2014年4月5日に南リアス線の吉浜～釜石駅
間（約15km）、6日に北リアス線の小本～田野畑駅間（10.5km）が復旧し、
震災以降約3年ぶりに全線で運転を再開することになりました。
会社名：三陸鉄道株式会社 代表取締役社長：望月正彦 所在地：岩手県宮古市栄町4
公式 HP：http://www.sanrikutetsudou.com/

■「キット、ずっとプロジェクト」について
三陸鉄道とネスレ日本が中心となって 2012 年 3 月より展開している「キット、ずっとプロジェクト」。三陸鉄道と
地域の魅力を国内はもとより世界に向けて発信し、観光振興を中心とした沿線地域全体の活性化を目指すプ
ロジェクトです。“キット、願いかなう。”をブランドメッセージに掲げ、がんばる人を応援するチョコレートブランド
「キットカット」の世界ネットワークを活用した応援メッセージの募集や、そのメッセージを希望の“サクラ”ととも
にデザインしたラッピング車両・駅舎の展開。さらに、寄付金付き「キットカット」の販売や、三陸鉄道の切符とし
て使える世界初の『切符カット』の開発など、沿線に住む皆さまへエールと笑顔をお届けしたいという想いのも
と、今後も長期的に活動してまいります。
公式HP：http://nestle.jp/brand/kit/kittozutto/

キット、ずっと 1 号

吉浜駅舎＆キット、ずっと 2 号

「ネスレ キットカット ミニ 切符カット」

■シアトル・マリナーズ 岩隈久志（いわくまひさし）投手のプロフィール
1981年4月12日生まれ、東京都出身。191cm 86kg。
1999年のドラフト会議で大阪近鉄バファローズから5位指名を受け入団。
2004年には最多勝・最優秀投手賞を受賞するなどリーグを代表する選手に。
2005年より東北楽天ゴールデンイーグルスでプレイし、2012年に現シアトル・マリナー
ズに移籍。日本を代表する投手からメジャーリーグでもトップクラスの選手に成長。
以上
本件に関する
報道関係のお問い合わせ先
三陸鉄道に関する
お問い合わせ先
その他のネスレ日本に関する
お問い合わせ先

「三陸鉄道キットDreams」PR事務局 担当：網岡（080-4794-0672）、奥山、池嶋
TEL：03-6894-3330 FAX：03-5413-3050 MAIL：kitdreams@ssu.co.jp
三陸鉄道株式会社
TEL：0193-62-8900 E-mail:info@sanrikutetsudou.com
ネスレ日本株式会社 メディアリレーションズ室 担当：森本、嘉納
TEL：078-230-7050 FAX：078-230-7100 MAIL：Media.Relations@jp.nestle.com

