２０１８年７月１９日
報道関係各位
三菱地所株式会社
三菱地所プロパティマネジメント株式会社

スポーツ庁 鈴木大地長官、卓球日本代表 張本智和さん、
パラアルペンスキー日本代表 村岡桃佳さん、ＫＡＲＡＴＥ２０２０アンバサダー 宇佐美里香さんが
揃って登場し、スポーツの魅力を語る！

ＭＡＲＵＮＯＵＣＨＩ ＳＰＯＲＴＳ ＦＥＳ ２０１８
〜会期中は 参加して

観て スポーツを無料で楽しめるコンテンツが盛りだくさん！〜

三菱地所株式会社は、８月３日（金）〜８月１９日（日）までの期間中、丸の内・有楽町・大手町エリア就業者や来街者
の健康意識向上・交流促進・地域企業連携等を目的とした参加型スポーツイベント「ＭＡＲＵＮＯＵＣＨＩ ＳＰＯＲＴＳ ＦＥＳ
２０１８」を開催します。
昨年は５万人を超える来場者数を記録し、今回で３回目を迎える本企画は、子供からお年寄りまで幅広い年齢層の
方に、多種多彩なスポーツ の魅力を肌で感じていただけるイベントです。今年は 丸の内を中心とする６エリ アで
コンテンツを展開。 目指せ丸の内Ｎｏ.１ をテーマに野球・ゴルフを含む５種類の競技記録にチャレンジするコーナーや
体力測定コーナーを設置するほか、ユニカールやサッカー、ボルダリングなどはアスリートによる本格的なコーチングの
もと実際に体験することもできます。さらに、「ラグビーワールドカップ２０１９ TM 日本大会」を記念したイベントや、期待
の若手アスリートの発掘がテーマの展示など「参加・体験」型コンテンツから「見て」楽しむ展示まで、様々なスタイルで
スポーツをお楽しみいただけます。
イベント初日の８月３日（金）オープニングセレモニーには、スポーツ庁 鈴木大地長官、卓球日本代表 張本智和さん、
パラアルペンスキー日本代表 村岡桃佳さん、ＫＡＲＡＴＥ２０２０アンバサダー 宇佐美里香さんをお迎えし、スポーツに
関するトークショーを展開するほか体力測定、スポーツチャレンジをご体験いただきます。また本セレモニーの様子は
７月２３日（月）にリニューアルする丸ビル１階「マルキューブビジョン」にて同時中継いたします。臨場感あふれる
マルキューブビジョンの映像でもセレモニーをお楽しみください。
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鈴木大地スポーツ庁長官

張本智和さん

村岡桃佳さん

宇佐美里香さん

「ＭＡＲＵＮＯＵＣＨＩ ＳＰＯＲＴＳ ＦＥＳ ２０１８」オープニングセレモニー 実施概要
■日時： ８月３日（金） １２：００〜１３：００
■会場： 丸の内仲通り（丸ビル前）
■内容： １２：００

オープニングセレモニー開始
鈴木大地スポーツ庁長官、張本智和さん、村岡桃佳さん、宇佐美里香さんが順次ご登壇、ご挨拶
来賓、ゲストによる「体力測定」体験

１２：３５

来賓、ゲストによる「スポーツチャレンジ」体験

１３：００

オープニングセレモニー終了（予定）

三菱地所グループは、ラグビーワールドカップ２０１９ ＴＭ 日本大会を、応援します。
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「ＭＡＲＵＮＯＵＣＨＩ ＳＰＯＲＴＳ ＦＥＳ ２０１８」 実施概要
【開催場所】丸の内仲通り・大手町仲通り・丸ビル 他
【開催日時】８月３日（金）〜８月１９日（日） ※開催場所、開催時間はイベントにより異なります。
【主
催】三菱地所株式会社
【共
催】ＮＰＯ法人大丸有エリアマネジメント協会
【協
賛】大塚製薬株式会社
【協
力】読売新聞社、協和発酵キリン株式会社、セブン・ドリーマーズ・ラボラトリーズ株式会社、
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ、一般社団法人 ＳＴＲＥＥＴ ＲＵＧＢＹ ＡＬＬＩＡＮＣＥ、株式会社タマス、
Ｍａｒｕｎｏｕｃｈｉ Ｈａｐｐ. Ｓｔａｎｄ ＆ Ｇａｌｌｅｒｙ、Ｍａｒｕｎｏｕｃｈｉ Ｃａｆé×ＷＩＲＥＤ ＣＡＦＥ、株式会社東京国際フォーラム 他
【後
援】スポーツ庁
※動きやすい服装でご参加ください。尚、シューズ・ウェアや更衣室などはご用意しておりません。
※イベント会場内での事故やケガ、貴重品の紛失に関しましては一切の責任を負いかねます。
※一部イベントは整理券が必要になります。また、混雑時には参加、観覧を制限する場合がございます。
※イベント内容により、年齢等の参加制限を設けているものもあります。
※天候等により、イベント会場が変更、または中止となる場合がございます。
※ゲスト、内容につきましては予告なく変更となる場合がございます。

「ＭＡＲＵＮＯＵＣＨＩ ＳＰＯＲＴＳ ＦＥＳ ２０１８」プログラム
■「丸の内５種」＆「体力測定」
「目指せ丸の内Ｎｏ.１」をテーマに、ゴルフ、ラグビー、テニス、野球、自転車の記録
にチャレンジする「丸の内５種」コーナーや、握力・背筋力などの基礎体力を知ること
ができる「体力測定」を実施します。ゲストやアスリートの記録も展示します。

※参加費は全て無料
＜過去開催時の様子＞

【開催場所】丸ビル外構
【開催日時】８月３日（金）〜８月１９日（日）
平日：１２：００〜２０：００／土・日・祝日：１１：００〜１７：００
※８月３日（金）は１４：００〜（予定）

【参加方法】当日会場にて受付
【内
容】「丸の内５種」 ゴ ル フ ： スイングチャレンジ（スイング計測）
ラ グ ビー： キックチャレンジ（球速計測）
テ ニ ス ： サーブチャレン（サービス球速計測）
野
球 ： ピッチチャレンジ（球速計測）
自 転 車 ： ペダリングチャレンジ
「体力測定」
握力、背筋力、垂直跳び、立位体前屈、立幅跳び

■「丸の内卓球スタジアム」
卓球に気軽に触れ、その魅力を体験できるコンテンツを複数展開。開催初日の
オープニングイベントでは張本智和さんによるデモンストレーションを実施するほか、
卓球台を使って自由に競技を楽しめるコーナーの設置や、小学生及び親子、就業者
らを対象とした卓球大会も開催します。

＜イメージ＞

【開催場所】丸の内オアゾ１階 ＯＯ広場（おおひろば）
【開催日時】８月３日（金）〜８月１９日（日） １１：００〜１９：３０
【参加方法】当日会場にて受付
【内
容】①オープニングイベント（張本智和さんによるデモンストレーション）
８月３日（金）１４：００〜１５：００
②卓球台で自由に卓球を楽しめるコーナーの設置
③世界有数の卓球用品総合ブランド「バタフライ」の協力によるトップアスリートモデルのラケット展示
④卓球大会
少年丸の内カップ（小学生大会）／８月 ５日 （日 ）１０：００〜１７：００
ゲスト：木原美悠（Ｕ-１８日本代表） ※来場時間 １４：００〜１７：００
丸の内ワーカートーナメント
／８月 ８日 （水 ）１８：００〜２０：００ ※男女各８名によるトーナメント戦
ゲスト：吉村真晴（２０１６リオオリンピック男子団体銀、２０１７世界選手権混合ダブルス金）
親子勝ち抜き大会
／８月１２日（日）１１：００〜１９：００
丸の内エリア企業連携特別コンテンツ
「実業団日本一！ＫＹＯＷＡ ＫＩＲＩＮ卓球部によるデモプレイ！トップレベルの球の速さを肌で感じられます！」
丸の内エリアに本社を構える協和発酵キリン株式会社と連携し、スペシャルイベントを開催。
当コンテンツを通じて地域企業との積極的な連携を図ることで魅力ある街づくりを目指します。
【開催日時】８月９日（木）１１：３０〜１３：３０
【主
催】協和発酵キリン株式会社
【内
容】全日本実業団選手権優勝の実績をもつ協和発酵キリン卓球部よる模擬試合・交流会
【ゲ ス ト】松平賢二（元世界選手権日本代表）、笠原弘光（２０１６全日本選手権３位）、
平野友樹（２０１７全日本選手権３位）、岩渕幸洋（リオデジャネイロパラリンピック出場）

＜松平賢二さん＞

※参加費は全て無料

■「スポーツ体験＆デモ」
ユニカールやサッカー、ボルダリングなどのスポーツを体験いただけます。
またアスリートによる本格的なデモンストレーションやコーチングも実施します。

＜過去開催時の様子＞

【開催場所】丸の内仲通り（丸の内・有楽町エリア）
【開催期間】８月３日（金）〜８月１６日（木）
【参加方法】当日各会場にて受付 ※一部整理券が必要となります。
【内
容】陸上（デモ）、ユニカール（フリー体験）、フェンシング（体験教室）、フィギュア
スケート（トーク）、柔道（フリー体験）、サッカー（体験教室）、トランポリン
（フリー体験）、ボルダリン グ（フリー体験）、プロレス（フリー体験）、
縄跳び（体験教室）、体操（体験教室）
※内容により開催場所・開催時間が異なります。

家族で楽しもう 夏休み５Ｄａｙｓ
８月１１日（土）〜１５日（水）の５日間、フィギュアスケート元日本代表の小塚崇彦さんなどのスペシャルゲストが来場
し、親子でご参加いただけるトークショーや体験教室を実施します。
【実施コンテンツ内容】
８月１１日（土） アスリートトークショー ①１２：１０〜１２：５０ ②１５：１０〜１５：５０
／丸ビル１階 マルキューブ ゲスト：小塚崇彦（フィギュアスケート）
８月１２日（日） サッカードリブル教室 ①１３：００〜１４：００ ②１５：００〜１６：００
／丸の内仲通り（丸ビル前） ゲスト：岡部将和（ドリブルデザイナー）
８月１３日（月） トランポリン体験 ①１２：００〜１３：００ ②１３：３０〜１４：３０
／丸の内仲通り（国際ビル前） ゲスト：長崎峻侑（トランポリン）
８月１４日（火） ボルダリング体験 １２：００〜１７：００／丸ビル外構
＜小塚崇彦さん＞
プロレス体験 ①１２：２０〜１２：５０ ②１３：３０〜１４：３０
／丸の内仲通り（丸ビル前） ゲスト：丸藤正道、モハメド・ヨネ、大原はじめ（プロレスリング・ＮＯＡＨ）
８月１５日（水） 縄跳び教室 ①１２：００〜１３：００ ②１３：３０〜１４：３０
／丸の内仲通り（国際ビル前） ゲスト：生山ヒジキ（縄跳び）

＜長崎峻侑さん＞

＜会場イメージ＞

■「丸の内ラグビーパーク」
「本物に触れる」をテーマとしたラグビー体験イベントを開催。実際のスタジアム
と同様のスケールとなる高さ約１５ｍのゴールポストが出現するほか、現役選手
を招いたトークイベントやストリートラグビー、大型モニターでのラグビーワールド
カップ過去大会の試合放映など、ラグビーにまつわる多彩なプログラムを実施
します。また、８月１２日（日）〜１４日（火）の３日間、ラグビーワールドカップの優勝
トロフィーも特別展示されます。
【開催場所】丸ビル１階 マルキューブ

＜ラグビーワールドカップの優勝トロフィー＞
「ウェブ・エリス・カップ」

【開催日時】８月５日（日）〜８月１９日（日）
【内
容】①約１８０インチ大型モニターによるラグビーワールドカップ
過去大会試合の放映
②ストリートラグビー体験イベント／８月１１日（土）、１２日（日）
③ゲストによるトークイベント
④ラグビー体験コーナー・フォトスポットの展開
⑤釜石鵜住居復興スタジアム柿落とし記念パブリックビューイング
※釜石シーウェイブス vs ヤマハ発動機ジュビロ／８月１９日（日） １４：００〜
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⑥ラグビーワールドカップ優勝トロフィー「ウェブ・エリス・カップ」展示／８月１２日（日）〜８月１４日（火）

■「大手町ＧＯＬＦ ＤＡＹ」
２日間限定でゴルフをテーマにプロによるドラコン大会やレッスン実施するスペシャルイベントを開催。
【開催場所】大手町仲通り
【開催日時】８月７日（火） １２：００〜１７：００ フリー試打
１７：００〜２０：００ ドラコン大会（①）
ゲスト：南出仁寛（ドラコン日本記録保持者）
８月８日（水） １２：００〜１７：００ フリー試打
１７：００〜２０：００ レッスン（②）
ゲスト：大和笑莉奈（女子プロゴルファー）
【参加方法】①当日会場にて受付 ②整理券配布（１１：００より配布。完全予約制）

＜南出仁寛さん＞

＜大和笑莉奈さん＞

※参加費は全て無料

■「ウェルカムＴＯＫＹＯスポーツフェス２０１８」

ＫＡＲＡＴＥ２０２０アンバサダー宇佐美里香さんや植草歩さん（空手）、小笠原歩さん（カーリング）など、トップ
アスリートらが出演するトークショーのほか、卓球や空手の競技体験、義足を装着してのパラ陸上体験など、
スポーツに触れる様々なプログラムをご用意。空手道着を着用したピカチュウも登場します。
ゲスト（予定）
：宇佐美里香（ＫＡＲＡＴＥ２０２０アンバサダー）
、植草歩（空手）、小笠原歩（カーリング）
、
大西瞳（パラ陸上）、小松茉奈実（パラ陸上）
【開催日時】８月４日（土） １２：００〜１７：００（予定）
【開催場所】丸ビル１階 マルキューブ、丸の内仲通り（丸ビル前）
【主
催】読売新聞社
【内
容】①アスリートトークショー
②競技体験
卓球 １２：００〜１３：００／空手 １４：００〜１５：００／義足体験 １６：００〜１７：００
③アスリートにチャレンジ

＜植草歩さん＞

■「ＦＵＴＵＲＥ ＡＴＨＬＥＴＥ ＧＡＬＬＥＲＹ〜注目の若手アスリートを発見しよう！育てよう！〜」
期待の若手アスリートの発掘をテーマとした展示企画。毎年７月に開催される「高校総体」の紹介やダイジェスト
映像放映のほか、世界で活躍する様々なアスリートが過去の「高校総体」で活躍した際の報道や写真を展示。
また、スポーツ庁の「Ｊ-ＳＴＡＲプロジェクト」の紹介も行います。
【開催場所】新丸ビル３階 アトリウム
【開催日時】８月３日（金）〜８月１９日（日）
平日 １１：００〜２１：００／土日祝 １１：００〜２０：００
【協
力】スポーツ庁、読売新聞社
【内
容】①高校総体（２０１８ 彩る感動 東海総体）に関する展示
②高校総体速報コーナー（「インハイＴＶ」ダイジェスト動画の放映）
③過去高校総体の名場面や、有名アスリートの貴重な記録写真の展示
④スポーツ庁「Ｊ-ＳＴＡＲプロジェクト」に関する展示

■ｋｉｍｕｒａ ｓａｏｒｉ

Ｃｈｏｃｏｔｔｏ ｃａｆｅ Ｇａｌｌｅｒｙ

現役を引退した現在も、女性を中心に熱く支持され活躍中の元女子
バレーボール日本代表、木村沙織さんプロデュースの期間限定カフェを
展開。期間中は木村さん自らが店長として登場するほか、フルーツタピオカ
や季節のフルーツサンドなどご本人が考案したスペシャルメニューを展開
します。
【開催場所】丸の内ニ丁目ビル Ｍａｒｕｎｏｕｃｈｉ Ｈａｐｐ. Ｓｔａｎｄ ＆ Ｇａｌｌｅｒｙ
【開催日時】８月３日（金）〜８月１２日（日）
※８月６日（月）１２：００〜２０：００ 木村沙織さん来場
【営業時間】
月〜金
８：００〜２２：００（フード２１：００ＬＯ / ドリンク２１：３０ＬＯ）
土・祝前日 １１：００〜２２：００（フード２１：００ＬＯ / ドリンク２１：３０ＬＯ）
日・祝日
１１：００〜２０：００（フード１９：００ＬＯ / ドリンク１９：３０ＬＯ）

＜木村沙織さん＞

＜メニューイメージ＞

■スポフェスくじ
イベント開催期間中に、各コンテンツに参加いただいた方にもれなくお渡しする抽選券で、丸の内エリアでの
お買い物やお食事でご使用いただけるクーポン券やドリンクチケットが当たるスピードくじに挑戦いただけます。
毎日必ず１名様に１０，０００円分のクーポン券が当たるほか、２等３，０００円分、３等１，０００円分のクーポン券を
もらえるチャンス。ハズレの方にももれなくワンドリンクチケットをプレゼントいたします。
【開催場所】丸の内仲通り・大手町仲通り・丸ビル 他各エリア
【開催期間】８月３日（金）〜８月１９日（日） ※各種コンテンツ時間に準ずる
※参加１コーナーにつき１回の抽選に参加できます。

「ＭＡＲＵＮＯＵＣＨＩ ＳＰＯＲＴＳ ＦＥＳ ２０１８」関連情報
■アーバンテラスサマーナイト
丸の内エリアでは道路空間を活かして街に新たな賑わいを生み出す目的で、丸の内仲通りを中心とする道路を
歩行者へ開放し、移動式店舗・オープンカフェやアート等を楽しめる空間を目指す「アーバンテラス」を実施しています。
この度、当該事業につきまして街のさらなる活性化と「働き方改革」に伴う余暇時間の充実及びその機会拡大を狙い
として、８月６日（月）〜８月１０日（金）の期間に交通規制時間を２２時まで延長することが決定いたしました。期間中は
「アーバンテラスサマーナイト」を活用したコンテンツの夜間実施も積極的に行います。
【開催場所】丸の内仲通り
【開催日時】８月６日（月）〜８月１０日（金） １７：００〜２１：００（交通規制時間／１１：００〜２２：００）
【主

催】ＮＰＯ法人大丸有エリアマネジメント協会

「アーバンテラスサマーナイト」による交通規制延長に伴うコンテンツの夜間実施
「アーバンテラスサマーナイト」実施期間中、「ＭＡＲＵＮＯＵＣＨＩ ＳＰＯＲＴＳ ＦＥＳ ２０１８」のコンテンツを夜間
時間帯にも実施することにより、終業後のオフィスワーカー等、より幅広いお客様に当イベントへご参加いただく
ための機会創出を図ります。
【夜間実施コンテンツ内容】
８ 月 ６ 日（月） アーバンテラスラウンジトークショー １８：３０〜１９：００ ／丸の内二丁目ビル前 ゲスト：木村沙織
体力測定 １２：００〜２０：００ ／丸ビル前
８ 月 ７ 日（火） 熱闘！玉入れ大会（丸の内エリア就業者） １８：３０〜２０：００ ／丸ビル前
※参加チーム事前募集済、観戦自由

８ 月 ８ 日（水）
８ 月 ９ 日（木）
８月１０日（金）

陸上デモンストレーション（棒高跳び、走り幅跳び、陸上短距離） １７：５０〜１９：００ ／丸ビル前
ゲスト：澤野大地（棒高跳び）、嶺村鴻太（走り幅跳び）、髙平慎士（短距離）
ユニカール（ユニバーサルカーリング）体験 １７：５０〜２０：００ ／丸ビル前
ゲスト：市川美余 ※ゲストの出演は１７：５０〜１９：００となります。
フェンシングデモ １７：５０〜１９：００ ／丸ビル前 ゲスト：千田健太

「マルキューブビジョン」リニューアル
丸ビル１階「マルキューブビジョン」が７月２３日（月）にリニューアル。８月３日（金）に
実施する「ＭＡＲＵＮＯＵＣＨＩ ＳＰＯＲＴＳ ＦＥＳ ２０１８」オープニングセレモニーの様子
を同時中継いたします。臨場感あふれる「マルキューブビジョン」の映像でもセレモニー
をお楽しみいただけます。

＜マルキューブビジョン＞

＜参考＞マルキューブビジョン概要
新モニター

旧モニター

表示素子

フルカラーＬＥＤ（屋内仕様）

フルカラーＬＥＤ（屋内仕様）

有効画面サイズ

縦３,０００㎜×横５,５００㎜（２４６インチ）

縦２.１１２m×横３.６４８m（１６６インチ）

ピッチ数

２．６ｍｍ

６ｍｍ

表示解像度

縦１,０８０×横１,９２０ピクセル

縦３５２×横６０８ピクセル

＜会場ＭＡＰ＞

イベント開催エリア

「あらゆるものをダイナミックに調和させ、新たな価値を生み出す街」丸の内。それは、私たち三菱地所が世界に発信する街のあり方です。

