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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.」

「ラグビーワールドカップ2019™日本大会」期間中
丸の内は人も街も“ボーダー”に染まる︕

パブリックビューイングはもちろん「ボーダーグルメ」や
「ラグビー縁日」で誰もがラグビーを楽しめる︕
～大手町・丸の内・有楽町の飲食店44店舗で「ボーダーグルメ」が登場!～
～「ラグビー縁日」ではラグビーボール神輿を担ごう︕～
～ボーダーキッチンカー「ノーサイド酒場」ではノーサイドにちなんだメニューも～
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、
「大会」）のオフィシャルスポンサーとして様々な施策を展開してきました
が、大会期間中は「#ボーダーうぇい」を合言葉に、丸の内エリア内を
“ボーダー”に染め、ラグビーの新しい楽しみ方を発信します。
ラグビーのユニフォームの柄と言えば“ボーダー”です。その“ボーダー”をモチーフとして、パブリック
ビューイング会場となる丸ビルを装飾する他、開幕戦等のパブリックビューイングではボーダー柄ファッショ
ンで観戦するお客様にハイネケンのビールを無料提供する等して、会場を一層盛り上げます。また、大手町・
丸の内・有楽町の飲食店44店舗にて「ボーダーグルメ」キャンペーンを実施する他、開幕当日は「ラグビー縁
日」やボーダーキッチンカー「ノーサイド酒場」を開催し、丸の内をラグビーで熱狂の街にします。
パブリックビューイング

「MARUNOUCHI
RUGBY PARK」

NHK主催の8K･4K放送の4試合をはじめ、当社主催によるJ SPORTSの4K放
送にて、全48試合を440インチ（W9.7m×H5.4ｍ）超高精細マイクロLED
スクリーン､22.2ch音響(8K上映の場合) にて観戦をお楽しみいただけます。
大手町・丸の内・有楽町の飲食店44店舗にて、“ボーダー”をモチーフにした

ボーダーグルメ

メニュー「ボーダーグルメ」が期間限定で登場。10/6までにお気に入りのメ
ニューをTwitterに投稿いただいた方の中から「ラグビーワールドカップ
2019ペア観戦チケット」を抽選でプレゼントします。

ボーダー祭り

「ラグビー縁日」

ボーダーキッチンカー

「ノーサイド酒場」

パブリックビューイングイメージ

ラグビー縁日イメージ

期間：9/20～11/2
場所：丸ビル1階マルキューブ
期間：9/20~11/2

※チケット

キャンペーンは10/6まで
場所：大手町・丸の内・有楽町の
飲食店44店舗

オリジナルグッズの販売、輪投げ、射的などが楽しめるボーダーテント屋台
とともにラグビーボール型のグッズが当たるすくいものなどの縁日が登場。

日付：9/20

ラグビーボールやボーダー柄、出場国の国旗などお好きなフェイスペイント

場所：丸ビル外構、丸の内仲通り

をお楽しみいただけます。
「試合後は敵味方関係なく、互いの健闘を讃え合う」ノーサイドの精神をコ
ンセプトにしたラグビーファンが集う交流の場です。「日本vロシア」、

期間：9/20～9/21

「フランスvアルゼンチン」の試合に合わせたオリジナル料理や出場国のワ

場所：丸ビル外構

イン等を提供予定です。

丸ビル装飾イメージ

ラグビーボール神輿イメージ

ボーダーグルメのメニュー例

ノーサイド酒場のメニュー例

■MARUNOUCHI RUGBY PARK （パブリックビューイング）
「ラグビーワールドカップ2019™日本大会」が開催される9月20日(金)から
11月2日(土)の期間、丸ビル1階マルキューブにて「MARUNOUCHI
RUGBY
PARK」を展開します。NHK主催で行われる8K･4K放送の4試合をはじめ､当社主
催によるJ SPORTSの4K放送にて全48試合を440インチ超高精細マイクロLED
スクリーン､22.2ch音響(8K上映の場合) にて、パブリックビューイングをお楽
しみいただけます｡すべての試合を８Kもしくは４Kでパブリックビューイングを
行うのは世界で唯一「MARUNOUCHI RUGBY PARK」のみとなります。
開催期間
︓9月20日(金)~11月2日(土)
開催場所
︓丸ビル1Fマルキューブ
観戦について︓観戦席は先着順でのご案内となります。
開場時刻
︓当日行われる第一試合開始時刻の30分前より開場します。
※混雑が予想される日本代表戦等は整理券制とさせていただきます。
整理券は丸ビル1Fマルキューブ内にて当日9:00より配布します。
（整理券なくなり次第、配布終了）

440インチスクリーンサイズ

■NOSIDE ALL NIGHT PARTY

9月20日には、開幕戦の興奮をそのままに、丸ビルマルキューブでオールナ
イトパーティーを開催します。
パブリックビューイングで使用している440インチスクリーンや音響施設を
利用し、DJ&VJによるパフォーマンスをお楽しみいただけます。

HIFANA

出演者 HIFANA、Yasuharu Motomiya、DJ Gai Sunya from yahyel、
社長(SOIL&“PIMP”SESSIONS)、その他

■ボーダーグルメ
大手町・丸の内・有楽町の飲食店44店舗で日本におけるラグビーを象徴する“ボーダー”をモチーフにし
たメニュー、ボーダーグルメが期間限定で登場します。さらに、10月6日(日)までの期間に対象メニュー
の中から「お気に入り」と思ったものをTwitterに投稿していただいた方に「ラグビーワールドカップ
2019ペア観戦チケット」を抽選でプレゼントいたします。

丸の内ディンドン 新東京ビル店
ラグビーオムライス 870円

泡盛古酒と琉球料理 東京うりずん
ボーダーミヌダル 1,231円

The Orchid 丸の内店
尾付き海老の二種ソース
日本代表ユニフォームスタイル 2,160円

バンコクキッチン 丸の内店／Flora
シーフードのボーダーイエロー
カレーライスセット 1,100円

カイザーホフ
ラグビー応援!!
2色ソースのカリーブルスト 1,706円

グリル満点星 麻布十番
チーズのせハンバーグ 1,728円

シアトルズベストコーヒー 丸の内 マイプラザ店
ボーダーパンナコッタ 400円

ザ・ロビー
MIDORIMONI 2,236円

ビストロ石川亭
ロマンティックブルー 540円

※金額はすべて税込(8%)表示です。また10月1日からの消費税率変更に伴い金額が変更する場合がございます。

■ラグビー縁日
オリジナルグッズの販売、輪投げ、射的な
どが楽しめるボーダーテント屋台とともにラ
グビーボール型のグッズが当たるすくいもの
などの縁日が登場します。
■フェイスペイント
ラグビーボールやボーダー柄、出場国の国旗
などお好きなフェイスペイントをお楽しみい
ただけます。(※21:00まで)

縁日屋台イメージ

フェイスペイント イメージ

開催日時：９月20日(金) 17:00~22:00
開催場所：丸ビル外構、丸の内仲通り

■ノーサイド酒場
2日限定で出現するおもてなし屋台「ノーサイド酒場」。「食という共通体
験×ノーサイドの精神」をテーマに異文化交流を行い、異文化への理解とリス
ペクトを促す空間を作ります。
「ノーサイド」は、ラグビーの試合終了時に吹かれる笛を指します。「試合が
終われば勝利の側（サイド）も負けた側（サイド）もない」という、勝ち負け
を超えてお互いの健闘を讃え合うラグビーにおける重要な精神です。
この精神をコンセプトに、「日本vロシア」、「フランスvアルゼンチン」の試
合に合わせたオリジナル料理や出場国のワイン等を提供予定です。料理はボー
ダーの装飾をしたキッチンカーより提供します。
開催日時：9月20日(金) 17:00~28:30 ※27:00 LO
9月21日(土) 11:00~21:00 ※20:00 LO
開催場所：丸ビル外構

ノーサイドフライ
エンパナーダ&トリュフ香るコロッケ
￥500（税込）

※Marunouchi Happ.Stand&Galleryでは、9月20日(金)~10月12日(土)にて実施いたします。

■オリジナルウェブ動画「ボーダーうぇい」
■タイトル
「丸の内スクラム～集まれ #ボーダーうぇい～」動画ストーリー2分30秒フルバージョン

■動画ストーリー
サラリーマン（東京ホテイソンたけるさん）が丸の内で仕事をしていると突然PCから、バーチャル
YouTuberのキズナアイが現れ、さらに五郎丸さんも登場します。五郎丸さんがラグビーボールを蹴り、そ
のボールが丸の内を抜けていくとビル群がボーダーに変身。日本人のラグビー選手を少しでも大きく魅せる
効果を狙ってユニフォームを横じまにした説もあることを説明します。画面が変わり、五郎丸さんが蹴った
ラグビーボールが巨大化し、渋谷や秋葉原など東京の街から再び丸の内に戻ります。
たくさんのボーダーを着た女性や子供までもが丸の内に集結しお祭り騒ぎで盛り上がっています。カラフル
なアニメーションに変わり、最後はボーダーを着ている婦人が優雅にカフェで楽しんでいる。丸の内を中心
に東京へ、世界へラグビーの楽しさを発信するカラフルで楽しい動画となっています。
■視聴可能サイト
丸の内15丁目WEBサイト
https://marunouchi15.com/ (フルバージョン)
■配信開始日
2019年9月5日(木)

■大会期間中のその他取り組み
■丸の内ラグビー神社
2019年8月20日（火）にラグビーを愛する全ての人々の幸せを祈願するべくこの度丸ビル外構部に「丸の
内ラグビー神社」を建立しました。当神社は、京都市鎮座の世界遺産「下鴨神社」の境内にあり、ラグビーと
ゆかりの深い「雑太社(さわたしゃ)」の神様をお祀りし、ラグビーを通じて生まれる人と人とのつながり、そ
して新たな出会いを祈願し、ラグビーボールの形に因んで「楕円のご縁」を結びます。また、ラグビーボール
の型をした絵馬（300円)をMarunouchi Happ. Stand & Gallery（丸ビルから徒歩２分）及びKominkan（下
段参照）にて販売しています。2019年8月20日（火）には下鴨神社より神職の方にお越しいただき、建立式
典を開催しました。
*世界遺産「下鴨神社」の境内には、ラグビーとゆかりの深い「雑太社(さわたしゃ)」がお祀りされています。「雑太社」の御祭神「神魂命

(かんたまのみこと)」の「魂」が「玉」に通じることから球技上達の御利益があると伝えられています。また、明治４３年には、同境内で旧制
三高（現・京大）と慶應義塾の学生が関西で初めてラグビーを行ったことから、雑太社(さわたしゃ)の横には「第一蹴の地」の石碑が建てら
れ、ラグビーの聖地となっています。

設置期間︓2019年8月20日（火）～11月（予定) ※終日設置
場
所︓丸ビル 外構部（丸の内仲通り側）
特
徴︓ラグビー場をイメージした芝生の上に建立した神社には、ゴールポスト型の鳥居、ラグビーボー
ル型の鈴を設置しています。お社の脇には絵馬掛けを設置しており、楕円型の絵馬（有料）に願
掛けができます。

外観

外観

ラグビーボール型の鈴

楕円型の絵馬

建立式典の様子

建立式典の様子

■Kominkan（公民館）
現在5,000名を超える丸の内15丁目住民（ウェブ上
での登録者）等、ラグビーに関わる様々な人が交流で
きる新たな拠点として、新国際ビル１階にオープンし
ました。にわかラグビーファン観戦Ｔシャツ・バッグ
やアートスクラム（※５P参照）関連グッズ等の販売
や、ラグビーをテーマにした書籍の貸し出し等を行っ
ています。
ラグビーがもたらす「新たな出会い」「新たな価
値」の場として、また、にわかラグビーファンの憩い
の場として活用しています。
場

所︓東京都千代田区丸の内3-4-1
新国際ビル１階（丸の内仲通り側）
営業時間︓11時～20時

■大会期間中のその他取り組み
■RUGBY BENCH ART
ラグビーを身近に感じてほしいという想いで、活躍中のアスリートや人気キャラクターとラグビーボールを
掛け合わせたベンチアートを大手町・丸の内・有楽町エリアの各所に設置しています。
設置期間︓～2019年12月末（予定）
設置場所︓大手町・丸の内・有楽町エリア外構
設置作品︓・中川家（剛・礼二）＜漫才コンビ＞
・くまモン＜熊本県PRマスコットキャラクター＞
・リーチマイケル＜ラグビー日本代表キャプテン＞
・忍者＜忍者＞
・栃ノ心剛史＜ジョージア（ラグビーワールドカップ2019日本大会出場国）出身の大相撲力士＞
・羽生結弦＜フィギュアスケート選手＞
・チコちゃん＜『チコちゃんに叱られる!』のメインキャラクター＞

くまモン

中川家（剛・礼二）

栃ノ心剛史

忍者

リーチマイケル

羽生結弦

チコちゃん

■ラグビー×映画「BY THE RUGBY」
ラグビーワールドカップの過去の名シーンや世界のトップラガーマンが残した珠玉の言葉、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ることができる映画「BY THE RUGBY」を昨年9
月より順次公開してまいりましたが、大会期間中にも新作を発表予定です。

■オリジナル・アートプログラム「ART SCRUM」
オリジナル・アートプログラム「ART SCRUM（アート・スクラム）」は、「ラグビーは、アートだ。」を
コンセプトに、ラグビー経験があり現在も変わらずラグビーへの熱い想いを持つ、日本を代表する、美術家、
音楽家、建築家、デザイナー15名がラグビーボール等をテーマにした作品を制作、展示するものです。今年6
月の丸の内での展示を皮切りに、横浜、大阪、大分、箱根へと巡回展示しており、9月20日より再度、丸の内
にて展示を行う予定です。※9月25日から10月6日は岩手県立美術館に展示予定。
ART SCRUM公式ホームページ https://artscrum.com/

ポスター

丸ビルでの展示の様子
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「丸の内15丁目ＰＲＯＪＥＣＴ.」について
「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す。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ています。「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。

■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

