2018年12月25日

報道関係各位

三菱地所株式会社

丸の内からラグビーの新たな魅力を届ける「丸の内15丁目PROJECT」特別企画
イベント初日には中川家による ラグビーあるある トークショーを実施！
くまモンも登場し、特注のラグビーベンチアートを初公開！

丸の内15丁目 presents

2019 KICK OFF! MARUNOUCHI RUGBY FESTIVAL
スゴイ！オモロイ！ウマイ！丸の内がラグビーに染まる4日間。

2019年1月17日（木）〜1月20日（日）丸ビル1階

マルキューブ

三菱地所株式会社は、「ラグビーワールドカップ2019TM 日本大会」（以下、「ラグビーワールドカップ
2019」）のオフィシャルスポンサーとして、より一層大会盛り上げていくため、開幕1年前を迎える2018年
9月に「丸の内15丁目PROJECT」を始動しました。 迫力だけではない ラグビーの様々な魅力に着目し、
丸の内を舞台に今までにない新たなラグビーの魅力を体験できるイベントを展開するプロジェクトです。
「ラグビーワールドカップ2019」開催イヤーとなる2019年第1弾イベントとして、1月17日（木）〜20日
（日）の4日間、「丸の内15丁目」コンテンツをリアルに体験できる特別企画 MARUNOUCHI RUGBY
FESTIVALを開催します。2018年9月に誕生した「丸の内15丁目」に‟お笑い劇場″‟フィットネスクラブ
″レストラン街 の新たな街の魅力が加わり、ビジネス、映画、アートといった様々なカテゴリーを掛け
合わせ、丸の内でしかできないラグビーの体験機会を創出します。初日の17日（木）には、お笑いコンビ・
中川家によるオープニングイベントを行うほか、くまモンが登場し「ベンチアート」の除幕式も実施します。
また、「丸の内15丁目PROJECT」の公式WEBサイトやSNSでは、本プロジェクトに関する情報発信を
行うと同時に、プロジェクトにご賛同していただき、架空の街 丸の内15丁目 の住民として本プロジェクト
を一緒に盛り上げていただける方を12月25日（火）より募集開始。住民登録いただいた方に、本イベント
へのご招待も提供するなど、さらなる機運の醸成を図ります。
三菱地所は、ラグビーワールドカップ2019オフィシャルスポンサーとして、今後も大会成功に向け、
様々な取り組みを実施してまいります。

アタリ

【劇場】
よしもとラグビー教室
お笑いコンビ 中川家

【美術館】
ラグビーベンチアート
中川家

MARUNOUCHI RUGBY FESTIVAL
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【劇場】
ラグビー✕お笑い
【映画館】
ラグビー✕映画
【ビジネススクール】
ラグビー✕ビジネス
【フィットネスクラブ】
ラグビー✕フィットネス
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【映画館】
「BY THE RUGBY」新作 【ビジネススクール】
サントリーサンゴリアス
Episode 1
真壁伸弥選手
THE BIGINNING

スケジュール

【レストラン街】
Marunouchi Café
×WIRED CAFE
ラガー「麺」メニュー

1月17日（木）

1月18日（金）

1月19日（土）

1月20日（日）

<オープニング>中川家

スリムクラブ
18:00〜18:30

ジャルジャル
14:00〜14:30

和牛
11:00〜11:30

12:00〜12:40

1月17日 13：00〜 新作「ラグビーワールドカップ 2019TMへの招待状 BY THE RUGBY Episode 1
THE BEGINNING」公開。平日は20：00まで、土日は１８：00まで、毎時00分より第一弾とあわせて、
随時上映（他イベント開催時を除く）

-

ラグビー
ベンチアート
中川家
挿入予定

中竹竜二他
19:00〜20:30

-

AYA

15：30〜

真壁伸弥・荒木香織・
廣瀬俊朗
15:00〜16:30

-

【美術館】
ラグビー✕アート

「ラグビーベンチアート」1月17日の除幕式を皮切りに6月までに続々登場します。
「ラグビーボールオブジェ」 高さ約４ｍのビッグボールが丸ビルの外構に設置。

【レストラン街】
ラグビー✕「麺」

1月17日（金）~2月17日（日）の間、17店舗でラガー「麺」メニュー展開。

「丸の内15丁目PROJECT」特別企画MARUNOUCHI RUGBY FESTIVALコンテンツ概要
【劇場】ラグビー✕お笑い 「よしもとラグビー教室」

ラグビーを愛するよしもと芸人たちが、丸の内に集結。これまでラグビーに
触れたことのない人たちにもラグビーを気軽に楽しんでもらうため、面白く
まじめにラグビーを語りつくすトークを行います。
■出演：
1月17日（木）12:00〜12:30 中川家
1月19日（土）14:00〜14:30 ジャルジャル
■開催場所：丸ビル1階

中川家

スリムクラブ

1月18日（金）18:00〜18:30 スリムクラブ
1月20日（日）11:00〜11:30 和牛

マルキューブ

【美術館】ラグビー✕アート 「ベンチアート」「ラグビーボールオブジェ」

ジャルジャル

和牛

元ラガーマンのお笑いコンビ 中川家や「ラグビーワールドカップ2019の開催地となる
熊本の人気キャラクター くまモン の「ベンチアート」が登場。開催100日前となる6月ま
でに丸の内エリアに続々と設置予定です。さらに、丸ビル前には高さ約4mのラグビー
ボールのビッグオブジェが設置され、街全体で大会を盛り上げます。
中川家ベンチアート

【ビジネススクール】ラグビー✕ビジネス 「Rug Biz Show」（ラグビズショー）

ラグビーならではの柔軟で不屈な思考を 通じて、課題解決の考え方を学ぶセミナー
「Rug Biz Show」を開催。講師には真壁伸弥選手をはじめ、ビジネスの最前線で活躍す
る元ラガーマンや現役ラガーマンをお招きし、「不屈の社会学」をテーマに、現代社会に
不可欠な要素であるリーダーシップ、マネジメント、戦略的思考を駆使して、突破不可能
な課題を徹底的に追求し解決策を導き出す、究極の社会学ともいえるラグビーの思考法を
ビジネスに生かすためのヒントを学んでいただきます。
■プログラム：
1月18日（金） 19:00〜20:30
講師：中竹竜二 氏（日本ラグビーフットボール協会コーチングディレクター）他
1月20日（日） 15:00〜16:30
講師：真壁伸弥 氏（サントリーサンゴリアス）、荒木香織 氏（園田学園女子大学 教授）
廣瀬俊朗 氏（ラグビーコーチ、元ラグビー日本代表）
■開催場所：丸ビル1階

マルキューブ
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サントリーサンゴリアス
真壁伸弥選手

※講師は予告なく変更となる場合がございます。

【フィットネスクラブ】ラグビー✕フィットネス

数多くの有名タレントやモデルをクライアントに持つカリスマトレーナーAYAさんによる、
ラグビーの要素を取り入れたスペシャルエクササイズプログラムを実施します。
■日時：1月19日（土）15：30〜 ■開催場所：丸ビル1階

マルキューブ

【映画館】ラグビー✕映画 ラグビーワールドカップ 2019TM への招待状

フィットネストレーナー
AYAさん

■開催場所：丸ビル1階

BY THE
RUGBY
映画 イメージ画像
BY THE RUGBY
挿入予定

「BY THE RUGBY Episode 1 THE BIGINNING」（新作）公開
ラグビーワールドカップの第1回から第3回の迫力ある名シーンや、各開催都市の熱狂の様
子など、ラグビーワールドカップの魅力を存分に味わうことができる映画を公開。
2過去の名勝負や世界のトップラガーマンが残した 珠玉の言葉 などをテーマにした第一
弾作品「BY THE RUGBY」もあわせて上映します。
マルキューブ

【レストラン街】ラグビー✕「麺」 「ラガー麺 MARUNOUCHI CUP 2019 冬」

ラグビーをテーマとした ラガー麺 を大手町・丸の内・有楽町エリアのカフェやレストラ
ン17店舗が協力し特別メニューとして期間限定で展開。食べてみたいや美味しかったラー
メンをSNSに投稿してNo.1ラガー麺を選出。見事一位になった店舗に投票した方には抽選
で豪華賞品をプレゼントを予定。
■期間：1月17日（木）〜２月17日（日）

Marunouchi Café
×WIRED CAFE
ラガー「麺」メニュー

「丸の内15丁目PROJECT」について
■ステートメント
ラグビーは、迫力だけじゃない。
それも確かな魅力のひとつ。
でもすべてじゃない。
緻密な頭脳戦。人種を超えた多様性。
紳士たるフェアプレー。鍛え抜かれた人間性。
「好き」になれる入り口は、いくつもある。
みんなが想像するよりもずっと、
ここは、そんなラグビーの新たな魅力に出会える場所。
ラグビーを通して、みんながリアルに、バーチャルに、ひとつになれる街。
ラグビーが好きな人も。今はまだそうでない人も。
すべてのあなたといっしょに。この街から
丸の内15丁目PROJECT

■ロゴマークについて
15の図形の集合からなる、ラグビーボール。
同時に、1人ひとりの個人がつながる「街」も表現している。
「15」はラグビーの選手数であり、1つのチームの集合体。
絆を強くし、挑み続ける。
その精神は街づくりとラグビーに通じている。

「丸の内15丁目PROJECT」WEB・公式SNS
「丸の内15丁目PROJECT」のWEBにて、2018年12月25日（火）より、いよいよ「丸の内15丁目」の住民登
録をスタートします。さらに、公式Facebook、Twitterでも、プロジェクト内容を随時、公開しています。

■丸の内１５丁目 WEBサイト
■公式Facebook

https://marunouchi15.com/
■公式Twitter

ページ名：丸の内15丁目
ユーザーネーム：@marunouchi15
URL：https://www.facebook.com/marunouchi15/

アカウント名：丸の内15丁目
ユーザーネーム：@marunouchi15
URL：https://twitter.com/marunouchi15

＜丸の内に関する一般の方のお問合せ先＞
丸の内コールセンター （11:00〜21:00）
TEL:03-5218-5100 ※日曜・祝日は、20:00まで （連休の場合は、最終日のみ20:00まで）
※丸の内エリア以外の問い合わせは、上記記載の各施設へご連絡ください。

