２０１９年５月２９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

ラグビーワールドカップ２０１９™日本大会開幕１００日前！
“アート” “ビジネス” “映画” といった多彩なテーマを通じてラグビーを楽しもう！

にわかだってイイじゃない！！
ＭＡＲＵＮＯＵＣＨＩ ＲＵＧＢＹ ＦＥＳＴＩＶＡＬ
期 間：２０１９年６月１３日（木）～６月１６日（日）
場 所：丸ビル１階 マルキューブ他

三菱地所株式会社は、「ラグビーワールドカップ２０１９ TM 日本大会」（以下、「ラグビーワールド
カップ」）のオフィシャルスポンサーとして、より一層大会を盛り上げていくため、開幕１００日前を迎える
６月１３日（木）～１６日（日）の４日間、「丸の内１５丁目ＰＲＯＪＥＣＴ.」コンテンツを体験できる
特別企画「にわかだってイイじゃない！！ＭＡＲＵＮＯＵＣＨＩ ＲＵＧＢＹ ＦＥＳＴＩＶＡＬ」を開催
いたします。

「丸の内１５丁目 ＰＲＯＪＥＣＴ.」とは、ラグビーの多様な魅力に着目し、アート、ビジネス、映画等の
様々な切り口から、今までにない新たなラグビーの魅力を発信するプロジェクトで、本イベントでは大人
から子供まで幅広い方にラグビーを知り好きになるきっかけとして様々なコンテンツを展開します。
「公益財団法人 彫刻の森芸術文化財団」プロデュースによるＡＲＴ ＳＣＲＵＭでは、ラグビー部出身の
日本を代表する芸術家、建築家、音楽家、デザイナー１５名が集結し、ラグビーボールをテーマにした
アートを展示、またＮＨＫの人気テレビ番組「チコちゃんに叱られる！」より、チコちゃんが登場し、
ラグビーにまつわるトークショーやＲＵＧＢＹ ＢＥＮＣＨ ＡＲＴ除幕式を開催します。
「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募集しております。

【美術館】
ＡＲＴ ＳＣＲＵＭ

【劇場】
トークショー&
ＲＵＧＢＹ ＢＥＮＣＨ ＡＲＴ除幕式
（チコちゃん）

【フィットネス】
みんなでラガーマン体操
（近畿大学准教授 筋肉指導 谷本道哉さん）

【レストラン街】
ラガー丼キャンペーン
（四国味遍路 ８８屋 丸の内店）

【出版社】
ＶＥＲＹ「ファミリーラグビー」トークショー
（滝沢眞規子さん・今尾朝子編集長・大畑大介さん）

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。

コンテンツ概要について
【美術館】ＡＲＴ ＳＣＲＵＭ発表会
ラグビー部出身で、日本を代表する芸術家、建築家、音楽家、デザイナー15名がラグビーボールをテーマに、作品でスクラムを

組んだ世界で初めてのアート展示。
■参加アーティスト（五十音順 / 敬称略）
小澤征爾 / Ｏ ＪＵＮ / 大巻伸嗣 / 河北秀也 / 小林孝亘 / 杉戸洋 / 中瀬康志 / 永山裕子
名和晃平 / 橋本夕紀夫 / 坂茂 / 舟越桂 / 松井紫朗 / 三沢厚彦 / 水野学

【ＡＲＴ ＳＣＲＵＭ 公開展示】
■日 時：6月１２日（水）～６月１４日（金）１１：００～２０：００
6月１５日（土）～６月１６日（日）１１：００～１９：００
■場 所：丸ビル１階 マルキューブ
【ＡＲＴ ＳＣＲＵＭ オープニングイベント】

ＡＲＴ ＳＣＲＵＭ

小澤征爾音楽塾オーケストラ ブラスアンサンブル（金管八重奏）によるオープニングイベント。
中学時代にラグビーに夢中になり、今なおラグビーをこよなく愛する指揮者 小澤征爾氏。

氏が２０００年から続けている若手演奏家のための教育プロジェクト “小澤征爾音楽塾”から選抜された、小澤征爾音楽塾
オーケストラ ブラスアンサンブル（金管八重奏）によるラグビーワールドカップのテーマ曲「Ｗｏｒｌｄ ｉｎ Ｕｎｉｏｎ」の
演奏で、本企画を盛り上げます。
■日 時：６月１５日（土）１５：１５～１６：３０（予定）
■場 所：丸ビル１階 マルキューブ

【劇場】チコちゃんトークショー&ＲＵＧＢＹ ＢＥＮＣＨ ＡＲＴ除幕式
人気テレビ番組「チコちゃんに叱られる！」より、チコちゃんが丸の内に登場！
チコちゃんによるラグビーにまつわるトークショーや、ＲＵＧＢＹ ＢＥＮＣＨ ＡＲＴ除幕式を開催。

■日 時：６月１５日（土）１３：３０～１４：００
■場 所：丸ビル１階 マルキューブ

【劇場】チコちゃんアプリ体験
「チコちゃんに叱られる！」より「ボーっと生きてんじゃねーよ！」の台詞で人気
のチコちゃんと一緒に記念撮影ができる動画合成アプリ体験ブースを設置。

■日 時：6月１３日（木）～６月１４日（金）１１：００～２０：００
6月１５日（土）～６月１６日（日）１１：００～１９：００
■場 所：丸ビル１階 マルキューブ

チコちゃん

ＲＵＧＢＹ ＢＥＮＣＨ ＡＲＴ

【劇場】スクラムトーク
松木安太郎さん、谷本歩実さん、廣瀬俊朗さんによるトークセッション。サッカー、
柔道、ラグビーと各スポーツ界のレジェンド3名による異種混合戦トークイベント。
■日 時：６月１６日（日）1７：００～１８：００
■場 所：丸ビル１階 マルキューブ
■出演者：松木安太郎さん・谷本歩実さん・廣瀬俊朗さん

松木安太郎さん

谷本歩実さん

【フィットネス】みんなでラガーマン体操
「筋肉」をテーマにした人気番組「みんなで筋肉体操」より近畿大学准教授 筋肉
指導 谷本道哉さんを迎え、現役ラグビー選手によるトークを交えながら、筋肉の
鍛え方を実演いただきます。

■日 時：６月1５日（土）1１：００～１２：００
■場 所：丸ビル１階 マルキューブ
■出演者：近畿大学准教授 筋肉指導 谷本道哉さん

近畿大学准教授
筋肉指導 谷本道哉さん

廣瀬俊朗さん

【出版社】ＶＥＲＹ「ファミリーラグビー」トークショー
雑誌『ＶＥＲＹ』モデルの滝沢眞規子さん、神山まりあさん＆今尾編集長がママ目線

でラグビーの魅力をラガーマンと語り合い、気軽に家族でラグビーを楽しんでもらう
ためのトークショーを行います。
■日 時：６月1３日（木）1３：００～1４：００
■場 所：丸ビル１階 マルキューブ

滝沢眞規子さん

今尾朝子編集長

大畑大介さん

■出演者：ＶＥＲＹモデル 滝沢眞規子さん×今尾朝子編集長×大畑大介さん
■日 時：６月1６日（日）1５：００～1６：００
■場 所：丸ビル１階 マルキューブ
■出演者：ＶＥＲＹモデル 神山まりあさん×畠山健介さん

神山まりあさん

畠山健介さん

【出版社】集英社「楕円球ＬＯＶＥ！」創刊発表会（トークショー）
ラグビー応援サイト「楕円球ＬＯＶＥ！」の創刊イベントでは俳優の滝藤賢一さんをゲストに迎え
ラグビートークを繰り広げます。
■日 時：６月1４日（金）1１：００～1２：００(仮)
■場 所：丸ビル１階 マルキューブ

■出演者：滝藤賢一さん
滝藤賢一さん

【レストラン街】ラガー丼キャンペーン
ラグビーをテーマにした「ラガー丼」を大手町・丸の内・有楽町エリアのカフェやレストラン
４１店舗が協力し特別メニューとして期間限定で展開します。“食べてみたい”や“美味しかった”
メ ニ ュ ー を SNS に 投 票 した 方 に は抽 選 で ラグ ビ ー ワール ド カ ッ プ ２０ １ ９ TM 準々 決 勝２
(１０月１９日(土)＠東京スタジアム)のチケットをペアでプレゼント。
■日 時：６月1２日（水）～ ７月１５日(月・祝)
■場 所：大手町・丸の内・有楽町エリアのカフェ、レストラン４１店舗

四国味遍路 ８８屋 丸の内店
（ｉｉｙｏ！！（イーヨ！！）地下1階）

【映画館】ラグビー✕映画 ＢＹ ＴＨＥ ＲＵＧＢＹ新作発表会
ラグビーワールドカップ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「ＢＹ ＴＨＥ ＲＵＧＢＹ」の新作
発表会。
■日 時：６月１４日（金）時間未定
■場 所：丸ビル１階 マルキューブ
【ＢＹ ＴＨＥ ＲＵＧＢＹ 一般上映】
丸ビル1階 マルキューブにてイベント期間中、適宜上映。

ＢＹ ＴＨＥ ＲＵＧＢＹ ロゴ

【ビジネススクール】ＲＵＧ ＢＩＺ ＳＨＯＷ
チームを勝利へ導いた強豪ラガーマン達から、ビジネスに活きる不屈の方程式を学ぶ
セミナーです。
■日 時：６月1３日（木）1８：３０～１９：３０
■場 所：丸ビル１階 マルキューブ
■出演者 ： 清宮克幸さん 他

清宮 克幸さん

全体スケジュールについて

コンテンツ

６月１３日（木）

ＡＲＴ ＳＣＲＵＭ
公開展示

６月１４日（金）

１１：００～２０：００

【フィットネス】

ＡＲＴ ＳＣＲＵＭ
オープニングイベント

－

チコちゃんトークショー
＆
ＲＵＧＢＹ ＢＥＮＣＨ
ＡＲＴ除幕式

－

チコちゃんアプリ体験

－

１５：１５～１６：３０
小澤征爾音楽塾
オーケストラ
ブラスアンサンブル

－

－

１３：３０～１４：００
チコちゃん

－

１１：００～２０：００

１１：００～１９：００

スクラムトーク

－

－

－

１７：００～１８：００
松木安太郎さん
谷本歩実さん
廣瀬俊朗さん

みんなでラガーマン
体操

－

－

１１：００～１２：００
谷本道哉さん

－

ＶＥＲＹ
「ファミリーラグビー」
トークショー

１３：００～１４：００
滝沢眞規子さん
今尾朝子編集長
大畑大介さん

－

－

１５：００～１６：００
神山まりあさん
畠山健介さん

集英社
「楕円球ＬＯＶＥ！」
創刊発表会

－

１１：００～１２：００
滝藤賢一さん

－

－

ラガー丼キャンペーン

６月１２日（水）～ ７月１５日(月・祝)の間、
大手町・丸の内・有楽町エリアのカフェ、レストラン41店舗で実施

【出版社】

【レストラン街】

６月１６日（日）

１１：００～１９：００

【美術館】

【劇場】

６月１５日（土）

ＢＹ ＴＨＥ ＲＵＧＢＹ
新作発表会

－

時間未定

－

－

－

－

【映画館】
ＢＹ ＴＨＥ ＲＵＧＢＹ
一般上映

【ビジネススクール】 ＲＵＧ ＢＩＺ ＳＨＯＷ

適宜上映

１８：３０～１９：３０
清宮克幸さん他

※１

イベント会場は全て「丸ビル１階

※２

「ＡＲＴ ＳＣＲＵＭ」は１２日（水）から公開展示しています。

※３

各イベント時間は、今後、変更になる可能性があります。

－

マルキューブ」です。但し、ラガー丼キャンペーンを除く。

「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
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、「丸の内１５丁目」の住民を募集中。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

https：//marunouchi15.com/

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

■公式Ｔｗｉｔｔｅｒ
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

＜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）

