２０１９年７月２２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、新体操元日本代表 畠山愛理さん、
「ラグビーワールドカップ２０１９™日本大会」開催都市特別サポーター 山崎紘菜さん、
トップリーグ所属のラグビーチーム NTT コミュニケーションズ シャイニングアークスが揃って登場！
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「MARUNOUCHI SPORTS FES ２０１９」
オープニングセレモニー／畠山さん“Airy Cafe”限定オープン
開催日時：８月１日（木）１２：００～１３：００
開催場所：丸の内仲通り（丸ビル前）／Marunouchi Happ. Stand & Gallery
三菱地所株式会社と三菱地所プロパティマネジメント株式会社は、８月１日（木）～８月１５日（木）までの期間中、丸の内・
有楽町・大手町エリアの就業者や来街者の健康意識向上・交流促進を目的とした参加型スポーツイベント「MARUNOUCHI
SPORTS FES ２０１９」を開催します。
昨年は５万人を超える来場者を記録し、今年で４回目を迎える本企画は、子ども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。今年ならではのコンテンツとして、ラグビーワールドカップ
２０１９™日本大会をさらに盛り上げるため、丸の内１５丁目 PROJECT.（※）とコラボレーションをし、エリア企業対抗の「丸の内
１５丁目 PROJECT. ラグビー運動会 in MARUNOUCHI SPORTS FES ２０１９」を実施します。
イベント初日である８月１日（木）のオープニングセレモ ニーには、スポーツ庁 鈴木大地長官、新体操元日本代表
畠山愛理さん、「ラグビーワールドカップ２０１９™日本大会」開催都市特別サポーター 山崎紘菜さん、トップリーグ所属の
ラグビーチーム NTT コミュニケーションズ シャイニングアークスの選手をゲストに迎えトークセッションを展開するほか、
シャイニングアークスの選手による指導の下、ゲストの方には実際にラグビー体験をしていただきます。また最後にはゲスト
全員でパスをつないでトライを決めるセレモニーも予定しています。

＜鈴木大地スポーツ庁長官＞

＜畠山愛理さん＞

＜シャイニングアークス オフィシャルロゴ＞

＜山崎紘菜さん＞

「MARUNOUCHI SPORTS FES ２０１９」オープニングセレモニー実施概要
■日時：８月１日（木） １２：００～１２：３０（１１：３０～報道受付 ※先着順）
■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、山崎紘菜さん、NTT コミュニケーションズ シャイニングアークス、畠山愛理さんが順次ご登壇
鈴木長官より挨拶、トークセッション
１２：１１ ラグビーのデモと体験、感想
１２：２５ フォトセッション
１２：３０ オープニングセレモニー終了（予定）
※丸の内１５丁目ＰＲＯＪＥＣＴ.は、「ラグビーワールドカップ２０１９™日本大会」のオフィシャルスポンサーを
務める三菱地所グループが、「ラグビーワールドカップ２０１９™日本大会」開幕に向けて、さらに機運を高める
ため、ラグビーの様々な魅力に着目し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して
いるプロジェクトです。本プロジェクトでは丸の内エリアを中心に、ラグビーをテーマとしたアートの展示や、
芸能人コラボイベントなどを開催しています。
URL： https://marunouchi15.com/
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「MARUNOUCHI SPORTS FES ２０１９」 実施概要
【開催場所】丸ビル・丸の内オアゾ・丸の内仲通り 他
【開催日時】８月１日（木）～８月１５日（木） ※開催場所、開催時間はコンテンツにより異なります。
【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
【後 援】スポーツ庁
【協 力】丸の内ヘルスカンパニー、丸の内１５丁目 PROJECT.、株式会社読売新聞社、三菱商事株式会社、
三菱電機株式会社、株式会社スタートライン、協和キリン株式会社、日本生命保険相互会社、
大正製薬株式会社、国立東京工業高等専門学校、テイ・エス テック株式会社、
一般社団法人 STREET RUGBY ALLIANCE、Marunouchi Happ. Stand & Gallery、Marunouchi Cafe、
株式会社東京国際フォーラム
※イベントのゲスト・内容・時間は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
※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。

「MARUNOUCHI SPORTS FES ２０１９」 プログラム
■真夏の丸の内で Airi が“Airy”をプロデュース 「Airy Cafe」
オープニングセレモニーにも登場する新体操元日本代表の畠山愛理さんがプロデュースする
「Airy Cafe（エアリーカフェ）」が期間限定オープン。冷たいソフトクリームやドリンクなどの
オリジナルメニューを販売。さらに店内では、新体操の手具展示などもお楽しみいただけます。
期間中、ほっこり安らぎ、くつろげる“Airy”な空間をお届けします。
【開催場所】丸の内二丁目ビル１階 『Marunouchi Happ. Stand & Gallery』
【開催日時】８月１日（木） １４：００～１５：３０ ※畠山さん来場
８月３日（土） １２：００～１３：３０ ※畠山さん来場
【営業時間】月～金
８：００～２２：００（フード LO２１：００ ドリンク LO２１：３０）
土・祝前日 １１：００～２２：００（フード LO２１：００ ドリンク LO２１：３０）
日祝
１１：００～２０：００（フード LO１９：００ ドリンク LO１９：３０）
＜畠山愛理さん＞

■企業対抗！白熱の「丸の内１５丁目 PROJECT. ラグビー運動会
in MARUNOUCHI SPORTS FES ２０１９」
ラグビーワールドカップ２０１９™日本大会を活気づける、ラグビーに関連した種目が登場します。ラグビー“にわか”
ファンを対象とした「ゆる枠」と、ラグビー経験者を対象とした「ガチ枠」に分けて企業対抗の予選を展開。さらに
現役ラグビー選手が助っ人に入り、企業同士の熱い戦いを盛り上げます。
① ラグビー玉入れ（“ゆる枠”予選）
【場所】丸ビル１階 マルキューブ ／ 【日時】８月５日（月） １２：００～１３：００
② ラグビー１００cm 走（“ゆる枠”予選）
【場所】丸の内オアゾ 「○○広場」 ／ 【日時】８月５日（月）、６日（火）
１２：００～１３：００、１８：３０～１９：３０
③ ラグビートライアスロンリレー（“ガチ枠”予選）
【場所】丸の内仲通り ／ 【日時】８月５日（月）、６日（火） １２：００～１３：００
④ ハットラグビー（“ゆる枠 vs ガチ枠”決勝戦）
【場所】丸ビル１階 マルキューブ ／ 【日時】８月７日（水）
＜ハットラグビー
１２：００～１３：００、１８：３０～１９：３０
（※１９：３０～２０：３０ 表彰式＆パーティーを実施）
※全競技、参加は事前申し込み必須

イメージ＞

■新種目！３名 vs３名のバレーボール企業対抗戦「狩野舞子杯
企業対抗３V３バレーボールトーナメント」
バレーボール元日本代表/ロンドン２０１２オリンピック競技大会銅メダリストの狩野舞子さんをゲスト
にお呼びし、企業対抗の「３V３（スリーブイスリー）バレーボールトーナメント」を実施します。誰でも
気軽に楽しめることをコンセプトに、ソフトバレーボールを使った、３名対３名の新ルールに基づいた
バレーボールです。
【開催場所】丸ビル１階 マルキューブ
【開催日時】８月８日（木） １２：００～１３：００、１８：３０～１９：３０
【参加方法】事前申し込み必須
＜狩野舞子さん＞

■「卓球 協和キリン 第２回小学生丸の内カップ」を開催！
今年で２回目となる「小学生丸の内カップ」が協和キリンを大会冠スポンサーに迎え、会場を丸ビル１階
マルキューブに移し、パワーアップして開催！小学生を対象とした本企画は、昨年５チームが参加し、
負けたチームが涙を流すなど、熱い勝負を展開しました。今年も優勝を目指して、卓球少年少女が
丸の内に集結します！
【開催場所】丸ビル１階 マルキューブ
【開催日時】８月９日（金） １０：００～１５：００
【参加方法】選抜チーム招待制（自由観戦）

＜過去開催時の様子＞

■スポーツ体験/陸上短距離 朝原宣治さん直伝「走り方教室」
陸上競技元日本代表/北京２００８オリンピック競技大会４×１００m リレー銀メダリストの朝原宣治さん
をゲストにお呼びし、「走り方教室」を実施。オリンピックに４度出場するなど、世界の舞台で活躍した
朝原さんが“速く走るコツ”をレクチャーします。夏休みに是非親子でご参加ください。
【開催場所】丸ビル１階 マルキューブ
【開催日時】８月１０日（土） １５：００～１６：３０
【参加方法】当日会場にて受付（先着３０名）
＜朝原宣治さん＞

■丸の内パラスポーツの日
５種類のパラスポーツ競技が丸ビル１階マルキューブと丸の内仲通り（丸ビル前）に集結し、「丸の内パラスポーツの日」を開催
します。ラグビーや車いすテニスをテーマにしたトークショーの他、車いすバスケットボールや車いすラグビーの体験、車いす
レーサーの試乗や義足体験など、複数のパラスポーツ競技を存分に楽しんでいただけるイベントとなっています。
【開催場所】①②③④丸ビル１階 マルキューブ ⑤⑥丸の内仲通り（丸ビル前）
【開催日時】８月１２日（月・振休）
① 車いすバスケットボール体験
＜１１：００～１１：４０/１４：３０～１７：００＞ 協力：三菱電機株式会社
［当日会場にて受付］
② 車いすラグビー体験
＜１１：４０～１２：２０/１３：３０～１４：３０＞ 協力：三菱商事株式会社
ゲスト講師：今井友明選手（TOKYO SUNS、車いすラグビー日本代表）
壁谷知茂選手（TOKYO SUNS）
小川仁士選手（TOKYO SUNS）
［当日会場にて受付］
③ ラグビークロストーク
＜１２：３０～１３：３０＞ 協力：三菱商事株式会社
ゲスト：廣瀬俊朗さん（元ラグビー日本代表）
＜車いすラグビー体験 過去開催時の様子＞
池崎大輔さん（車いすラグビー日本代表）
神谷考柄さん（ブラインドラグビー選手）
応援ソングシンガー：JILLE
［当日会場にて受付］
④ 車いすテニストークショー
＜１７：１５～１８：００＞ 協力：株式会社スタートライン
ゲスト：高室冴綺さん（車いすテニス選手）
［当日会場にて受付］
＜廣瀬俊朗さん＞
＜池崎大輔さん＞
＜神谷考柄さん＞
⑤ 車いすレーサー試乗 ＜１２：００～１６：４０＞
［当日会場にて受付］
⑥ 義足体験 ＜１２：００～１６：４０＞
［当日会場にて受付］
※出演者・実施時間は変更になる場合があります
「夏のグルメフェア くせになるスパイス＆ハーブ」キャンペーン
エリア飲食店舗では、食欲をかき立て、夏の疲れを癒やしてくれるスパイスや香り豊かなハーブを
ふんだんに使ったメニューを７月２０日（土）～８月２５日（日）までの期間限定で取り揃えております。
今回は「MARUNOUCHI SPORTS FES ２０１９」とコラボレーションをして、各コンテンツにご参加
いただいた方を対象に丸の内エリアでご使用いただける最大１０，０００円分のクーポンやドリンク
チケットがその場で当たるスピードくじを「MARUNOUCHI SPORTS FES ２０１９」のイベント期間中
限定で実施します。是非ご参加ください。
※「夏のグルメフェア くせになるスパイス＆ハーブ」詳細は、約１００商品を掲載中のホームページを
ご覧ください。 URL： https://www.marunouchi.com/lp/summergourmet2019/

＜イベント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）
丸の内ドットコム HP：https://www.marunouchi.com/

皆様の写真や動画を web サイト「marunouchi.com」でもご紹介しております。
（#丸の内ドットコム、#丸の内スポーツフェス）

