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最先端の都市型スマートビル「東京ポートシティ竹芝」 

リアルとオンラインが融合したニューノーマルな街びらきイベント 

「TAKESHIBA SMARTCITY FES」、2020 年 9 月 18 日(金)～9 月 20 日(日)に開催 

～劇団四季、Crystal Kay、SKY-HI、☆Taku Takahashi(m-flo)他がパフォーマンス披露～ 

イベント公式サイト URL: http://takeshiba-smartcity-fes.jp/ 
 
 

東急不動産株式会社（本社：東京都渋谷区、社長：岡田 正志）と鹿島建設株式会社（本社：東京都港区、社長：

押味 至一）は、2020 年 9 月 14 日（月）に開業する都市型スマートビル「東京ポートシティ竹芝オフィスタワー」

において、リアルとオンラインが融合した街びらきイベント「TAKESHIBA SMARTCITY FES」を 2020 年 9 月 18

日（金）から開催し、会場では 9 月 20 日(日)までの 3 日間でリアルイベントを実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「TAKESHIBA SMARTCITY FES」は、現在の社会情勢を踏まえ、会場やおうち等どこからでも楽しんで

いただけるよう、リアルとオンラインで同時開催をいたします。劇団四季による歌唱披露・トークショーや

合計 6 組のアーティスト、更に吉本興業所属のお笑い芸人による特別ライブ配信など多彩なコンテンツを

ご用意しています。尚、本イベントの各コンテンツのご観覧には一部事前予約が必要となり、公式サイト

（URL: http://takeshiba-smartcity-fes.jp/）からお申込みいただけます。ステージ前スペースは抽選、そ

れ以外のスペースは先着となりますので、是非、お早めにお申し込みください。 

 

＜アーティストや劇団四季による歌唱披露・トークショーをオンラインでも配信する「SMART STAGE」＞ 

感染症対策としてソーシャルディスタンスを確保できるよう、会場内は 3 種類のゾーンに分かれています。本イベ

ントのメインとなる屋外の「SMART STAGE」は、都市型オンライン LIVE の先駆者「block.fm」がプロデュースを

行い、アーティストによる会場でのライブパフォーマンスとともに、リアルとオンラインを融合した演出によるラ

イブ配信を実施します。また、竹芝の新たなランドマークとして複合施設「ウォーターズ竹芝」内に劇場をリニュ

ーアルオープンする「劇団四季」による歌唱披露・トークショーも開催し、その様子を生配信します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「劇団四季 Music＆Talk Live」 

『ライオンキング』 
日時：9 月 18 日（金） 
17:15～17:55 

『アラジン』 
日時：9 月 19 日（土） 
第 1 回：13:00～13:40 
第 2 回：15:30～16:10 
 

『キャッツ』 
日時：9 月 20 日（日） 
第 1 回：13:00～13:40 
第 2 回：15:30～16:10 

「TAKESHIBA Near Future LIVE Supported by blockFM」 

Crystal Kay,TeddyLoid 
日時：9 月 18 日（金） 
18:30～20:00 

SKY-HI,KSUKE 
日時：9 月 19 日（土） 
18:30～20:00 
 

MINMI, 
☆Taku Takahashi(m-flo) 
日時：9 月 20 日（日） 
18:30～20:00 
 

※第 1 回と第 2 回の内容は同じです 
※平服にて出演 

＜外観＞ ＜告知ビジュアル＞ 

http://takeshiba-smartcity-fes.jp/
http://takeshiba-smartcity-fes.jp/
http://takeshiba-smartcity-fes.jp/


＜吉本興業所属タレントや、MUCC による東京ポートシティ竹芝開業記念無観客ライブ開催＞ 

・オンライン配信限定、吉本興業＋他事務所所属タレントによる無観客ライブ 

9 月 18 日、東京ポートシティ竹芝の開業を記念して、本施設に拠点を置く一般社団法人 CiP 協議会の会員である

吉本興業や､他事務所所属タレントによるオンライン配信限定の無観客ライブを開催。 

※会場での観覧はございません。 

① 「純嬢ビルマトエフスキー in 東京ポートシティ竹芝」 

出演：コウテイ、ZAZY、ランジャタイ、東京ホテイソン、トンツカタン、 

賀屋（from かが屋） 

日時：2020 年 9 月 18 日（金）18:30 開場 19:00 開演 20:00 終演  

チケット料金：1,500 円 

② 「金属・黒帯のダルガラミ～第 7 世代ってどないでっか？～in 東京ポートシティ竹芝」 

出演：金属バット、黒帯、ニューヨーク 

日時：2020 年 9 月 18 日（金）20:30 開場 21:00 開演 22:00 終演  

チケット料金：1,500 円 

詳細はこちら：http://www.syumatsu.jp/pc/index.php 

 

・MUCC ～Fight against COVID-19 #3～『惡-THE BROKEN RESUSCITATION』 

「東京ポートシティ竹芝 ポートホール」にて、ロックバンド MUCC による無観客の有

料配信ライブを実施。詳細はアーティスト公式サイトにて後日発表予定です。※会場で

の観覧はございません。 

出演：MUCC 

日時：2020 年 9 月 20 日（日） 

アーティスト HP：https://55-69.com/ 

＜会場内にソーシャルディスタンスを確保したスマートルームや、観覧スポットも＞ 

ステージのある屋外テラスには、オンライン配信上でリアルと融合するグリーンバックを備えた屋外個室「スマー

トルーム」、スマートステージ周辺には「立ち止まってよいステイスポット」や「流れに沿って歩き続けるムーブゾ

ーン」を設置。ソーシャルディスタンスを確保しながら自分の好みでイベントをお楽しみいただけます。 

  

 

 

 

 

 

＜スマホで完結！東京ポートシティ竹芝内店舗の料理が楽しめるフードサービス＞ 

PayPay 株式会社が提供するキャッシュレス決済サービス「PayPay」上で利用できる「PayPay ピックアップ」を施

設内飲食店（※）において導入します。事前注文から支払いまでがスマホ上で完結し、買いに行く手間を省き混雑

のストレスを感じることなく施設内にある飲食店をお楽しみいただけます。 

※一部対象外の店舗があります。対象店舗は「PayPay ピックアップ」内よりご確認いただけます。 

【フードサービス注文フロー】 

① PayPay アプリから「ピックアップ」アイコンをタップし、 

対応店舗のメニューを選び、注文します。 

② 注文がお店に承諾されると、商品の準備が開始されます。 

③ 注文した商品の準備が完了すると、お店から通知が届き、 

お店で商品の受け取りができます。 

「スマートルーム」イメージ 

PayPay ピックアップ利用イメージ 

コウテイ ZAZY 

金属バット 黒帯 ニューヨーク 

http://www.syumatsu.jp/pc/index.php
https://55-69.com/


④ 商品を注文したお店に訪問し、受け取り番号を提示して注文した商品を受け取ります。 

⑤ 受け取りが完了したら、「受取完了」ボタンをタップし、PayPay アプリ上で支払いが完了します。 

【「PayPay ピックアップ」とは】 

PayPay アプリ上で利用できる事前注文サービス。PayPay ピックアップ対象店舗で商品を選んで注文を行い、商品

を受け取りに行くことで、お店で待たずにテークアウトできます。 

 

 

■タイムテーブル 

【9 月 18 日(金)】 

時間 コンテンツ 出演者 会場 配信 チケット料金 

申し込み方法 

17:15 開演 

17:55 終演 

【歌唱披露・トークショー】 

「劇団四季 Music＆Talk 

Live」 

『ライオンキング』 

劇団四季俳優 SMART 

STAGE 

YouTube 

LIVE 

無料 

会場：要予約 

オンライン：予約不要 

18:30 開演 

20:00 終演 

【アーティストライブ】 

「TAKESHIBA Near Future 

LIVE Supported by block.fm」 

Crystal Kay 

TeddyLoid 

SMART 

STAGE 

LINE 

LIVE 

無料 

会場：要予約 

オンライン：予約不要 

18:30 開場

19:00 開演

20:00 終演 

【無観客お笑いライブ】 

「純嬢ビルマトエフスキー in 東

京ポートシティ竹芝」 

コウテイ、ZAZY 

ランジャタイ 

東京ホテイソン 

トンツカタン 

賀屋（from かが屋） 

オンラ

イン配

信のみ 

有料オ

ンライ

ン配信 

1,500 円 

専用サイトより 

事前予約制 

20:30 開場

21:00 開演

22:00 終演 

【無観客お笑いライブ】 

「金属・黒帯のダルガラミ～第 7

世代ってどないでっか？～in 東

京ポートシティ竹芝」 

金属バット 

黒帯 

ニューヨーク 

オンラ

イン配

信のみ 

有料オ

ンライ

ン配信 

1,500 円 

専用サイトより 

事前予約制 

 

 

【9 月 19 日(土)】 

時間 コンテンツ 出演者 会場 配信 チケット料金 

申し込み方法 

【第 1 回】 

13:00 開演 

13:40 終演 

【第 2 回】 

15:30 開演 

16:10 終演 

【歌唱披露・トークショー】 

「劇団四季 Music＆Talk 

Live」 

『アラジン』 

※第 1 回と第 2 回の内容は同じ

です 

※平服にて出演 

劇団四季俳優 SMART 

STAGE 

YouTube 

LIVE 

無料 

会場：要予約 

オンライン：予約不要 

 

※配信は 2 回目のみ 

18:30 開演 

20:00 終演 

【アーティストライブ】 

「TAKESHIBA Near Future 

LIVE Supported by block.fm」 

SKY-HI 

KSUKE 

SMART 

STAGE 

LINE 

LIVE 

無料 

会場：要予約 

オンライン：予約不要 

 



【9 月 20 日(日)】 

時間 コンテンツ 出演者 会場 配信 チケット 

申し込み方法 

【第 1 回】 

13:00 開演 

13:40 終演 

【第 2 回】 

15:30 開演 

16:10 終演 

【歌唱披露・トークショー】 

「劇団四季 Music＆Talk 

Live」 

『キャッツ』 

※第 1 回と第 2 回の内容は同じ

です 

※平服にて出演 

劇団四季俳優 SMART 

STAGE 

YouTube 

LIVE 

無料 

会場：要予約 

オンライン：予約不要 

 

※配信は 2 回目のみ 

18:30 開演 

20:00 終演 

【アーティストライブ】 

「TAKESHIBA Near Future 

LIVE Supported by block.fm」 

MINMI 

☆Taku Takahashi 

(m-flo) 

SMART 

STAGE 

LINE 

LIVE 

無料 

会場：要予約 

オンライン：予約不要 

 

- 

【アーティストライブ】 

～Fight against COVID-19 #3～ 

『惡-THEBROKEN 

ESUSCITATION』 

MUCC オンラ

イン配

信のみ 

有料オ

ンライ

ン配信 

有料 

専用サイトより 

事前予約制 

 

 

■開催日時： 

2020 年 9 月 18 日(金)～9 月 20 日(日) ※会場でのオフラインイベント 

Start 12:00 / Close 20:00 ※18 日のみ Start 16:00 / Close 20:00 

 

■会場：東京ポートシティ竹芝オフィスタワー スキップテラス 3F～6F 

住所：東京都港区海岸 1-7-1 

京浜東北・根岸線・山手線「浜松町駅より徒歩 4 分」 

都営大江戸線・浅草線「大門駅より徒歩 5 分」 

ゆりかもめ「竹芝駅徒歩 2 分」 

 

■チケット 

＜SMARTSTAGE チケットについて＞ 

ステージ前生観覧エリア ：無料・事前応募抽選制 

その他  ： 無料・事前先着予約制 

※SMART STAGE はオンライン観覧者は事前予約不要 

・申し込み期間    ：2020 年 8 月 27 日(木)～9 月 3 日(木) 

・当落連絡          ：9 月 7 日(月)（予定） 

・チケット申し込み ：公式サイト http://takeshiba-smartcity-fes.jp/ 

 

＜その他コンテンツチケットについて＞ 

詳細は各サイトをご確認ください。 

・無観客お笑いライブ：特設サイト：http://www.syumatsu.jp/pc/index.php 

・MUCC 無観客ライブ ：アーティスト HP：https://55-69.com/ 

■感染症対策のお願い 

・イベント会場へお越しになる場合は、以下新型コロナウィルス感染防止のため、次の事項に該当する場合はご参加いた

だけませんのでご注意ください。 

・体調がよくない場合（例：発熱・咳・咽頭炎などの症状がある方） 

 

「TAKESHIBA SMART CITY FES」概要 

東京ポートシティ竹芝、スキップテラス 

東京ポートシティ竹芝周辺地図 

http://takeshiba-smartcity-fes.jp/
http://www.syumatsu.jp/pc/index.php
https://55-69.com/


・過去 2 週間において、発熱や咳、喉の痛みなど風邪の症状、嗅覚や味覚の異常、倦怠感や息苦しさ、体が重く感じる、

疲れやすい等体調に異変を感じたことがある場合 

・過去 2 週間において新型コロナウイルス感染症陽性とされた方と濃厚接触がある場合 

・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

・過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航または当該在住者と 

の濃厚接触がある場合 

■ご参加の際は感染予防措置として、以下の項目を遵守してください。（運営方針に併せて適宜修正予定） 

・入場時には、体温計測をさせて頂きます。37.5℃以上の方は入場いただけません。 

・マスクを必ずご持参、着用ください。 

・こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒をお願いいたします。 

・他の参加者・スタッフ等との距離（できるだけ 2ｍ以上）を確保してください。 

・大きな声での会話、掛け声等はご遠慮ください。 

 

＜「東京ポートシティ竹芝」とは＞ 

「東京ポートシティ竹芝」は、最先端のテクノロジーを活用した都市型スマートシティの実現により新たな国際ビ

ジネス拠点を創出することを目的に、東京都の「都市再生ステップアップ・プロジェクト」の 1 つとして複合再開

発を進めてきました。基幹を担うオフィスタワーには、入居予定のソフトバンク株式会社と共同で開発したビル内

の状況をセンシング・解析したデータをリアルタイムに活用する最先端テクノロジーを搭載。様々なデータから収

集したデータをリアルタイムに活用することで、ワーカーの利便性・快適性向上やビル管理の効率化に繋がる仕組

みを導入しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外スキップテラス

ス                          

オフィスタワー外観 

ローソンイメージ 商業エリア オフィスロビー 


