2020 年 9 月 30 日
報道関係各位
三菱地所株式会社

リアル会場とオンラインの両方で楽しむ“NEW NORMAL”なスポーツイベント

「MARUNOUCHI SPORTS FES 2020 LIVE」
著名アスリートが日替わりで登場するトークプログラムや、
おうちで楽しめるフィットネス体験プログラムを YouTube LIVE で配信
さらに丸の内エリア各所では著名アスリートの秘蔵アイテムや競技道具を一挙展示

【トーク・フィットネス体験コンテンツ】
開催日程：10 月 15 日(木)～10 月 18 日(日)
配信媒体：YouTube「丸の内ドットコムチャンネル【公式】」※期間終了後はアーカイブ映像も配信

【展示コンテンツ】
開催期間：10 月 8 日（木）～10 月 22 日（木）
開催場所：丸ビル 1 階マルキューブほかエリア各所
三菱地所株式会社は、10 月 8 日(木)～10 月 22 日（木）の期間、丸の内・大手町・有楽町エリアの就業者や来街者を
はじめ、全国のスポーツに関心のある方々の健康意識向上やアスリート・スポーツ界への支援を目的としたイベント
「MARUNOUCHI SPORTS FES 2020 LIVE｣を開催します。今年で 5 回目の開催を迎える本企画は、幅広い層に多種
多彩なスポーツの魅力を感じていただくイベントとして開催し、昨年は 5 万人を超える来場者を記録しました。
本年は、新しい生活様式に合わせたリアル会場とオンラインの双方で楽しめる企画を展開。スポーツが日本の体力を
回復させ、社会に元気を取り戻す源泉であることを発信する新しい形のスポーツイベントとして開催します。
10 月 15 日(木)～18 日（日）の期間は、著名アスリートが日替わりで登場するトークコンテンツやおうちで気軽に
楽しむことができるフィットネス体験プログラムを YouTube「丸の内ドットコムチャンネル【公式】」にて配信します。場所を
選ばずにどこからでも気軽にご視聴・ご参加いただけます。
10 月 8 日（木）～22 日（木）の期間は、アスリートが所有する競技道具や私物など貴重なアイテムをエリア各所にて
展示する企画も実施します。その他、同時開催企画として「女子テニスアスリート写真展」「読売新聞報道写真展 Road
to TOKYO!! 1964～2020」も開催するなど、会期中を通じてスポーツの魅力をトーク・体験・展示コンテンツから存分に
感じていただける内容で開催します。

廣瀬俊朗氏（ラグビー）

内田篤人氏（サッカー）

狩野舞子氏（バレーボール）

池崎大輔選手（車いすラグビー）

＜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/

「MARUNOUCHI SPORTS FES 2020 LIVE」 開催概要
【開催日程】 10 月 8 日(木)～10 月 22 日(木)
【開催場所】 丸ビル 1 階マルキューブ、新丸ビル 3 階アトリウム、丸の内オアゾ 1 階〇〇広場、
三菱商事ビル 1 階 MC FOREST
【公式 HP】 https://www.marunouchi.com/
【配信媒体】 YouTube「丸の内ドットコムチャンネル【公式】」（https://www.youtube.com/channel/UC7oVCRJJTjp_ZTPmYc1_ZgA）
【主

催 】 三菱地所株式会社

【後

援 】 スポーツ庁

【協

力 】 三菱商事株式会社/株式会社 KADOKAWA/セントラルスポーツ株式会社/大正製薬株式会社/
日本生命保険相互会社/読売新聞社/丸の内ヘルスカンパニー/大丸有 SDGs ACT5/
丸の内 15 丁目 PROJECT.
MARUNOUCHI Happ. Stand & Gallery

■トーク＆フィットネス体験コンテンツ 10 月 15 日（木）～10 月 18 日（日）

異種競技のアスリート同士や往年の名選手が、日ごとに異なるテーマで対談を繰り広げる 4 日間。世界を舞台に
勝負に挑むアスリートの普段知ることができない裏側を覗けるほか、コロナ禍において各競技やアスリートの方々
が実際に受けた影響・体験談や直伝のおうちトレーニングレッスンなど、様々なテーマを展開します。
※全てのプログラムは YouTube「丸の内ドットコムチャンネル【公式】」にて配信します。（一部、収録コンテンツが有ります。）
10/15（木）

トーク/19:00～20:00

トーク/20:00～21:00

丸の内アスリートの部屋 Vol.1
「ニューノーマル時代のSports in Life」
【ゲスト】廣瀬俊朗氏(ラグビー)/吉林千景氏(フットサル)/池崎大輔氏(車いすラグビー)

丸の内アスリートの部屋 Vol.2
「内田篤人スペシャルプログラム」
【ゲスト】内田篤人氏(サッカー)

10/16（金）

フィットネス/18:30～19:00

トーク/20:30～21:30

セントラルスポーツ Presents
「フィールヨガ全身をリフレッシュ」

丸の内アスリートの部屋 Vol.3
「いま、スポーツ界はプロリーグがアツい!!」
【ゲスト】宮崎義仁氏(卓球)/吉村真晴氏(卓球)/真壁伸弥氏(ラグビー)

トーク/12:00～13:00

10/17（土）

丸の内アスリートの部屋 Vol.4
「日本体操界からあのトップアスリートが登場!」
【ゲスト】白井健三氏（体操）/谷川航氏（体操）/畠田瞳氏（体操）

フィットネス/13:30～14:00

トーク/15:00～16:00

セントラルスポーツ Presents
「FIGHT ATTACK PRO エキサイティングにボディシェイプ」

丸の内アスリートの部屋 Vol.5
「アガるアスリートのSNSに注目!!」
【ゲスト】狩野舞子氏(バレーボール)/那須大亮氏(サッカー)

トーク/11:00～12:00

トーク/13:00～14:00

ウォーカープラス×リポビタンD Presents
「ウィズコロナ時代のスポーツの楽しみ方とは？」
【ゲスト】前園真聖氏(サッカー)/田中史朗氏(ラグビー)

丸の内アスリートの部屋 Vol.6
「トップアスリートが世界で得たもの」
【ゲスト】阿部詩氏(柔道)/為末大氏(陸上)

10/18（日）

フィットネス/14:30～15:00

トーク/16:00～17:00

セントラルスポーツ Presents
「Laフットキュア 体の中からキレイを目指す」

丸の内アスリートの部屋 Vol.7
「パラアスリートのおウチトレーニング」
【ゲスト】瀬立モニカ氏(パラカヌー)/山本篤氏(パラ陸上 )

※出演者、プログラム内容は変更になる場合がございます。

■展示コンテンツ 10 月 8 日（木）～10 月 22 日（木）
「MARUNOUCHI ATHLETE GALLERY」
ゲストアスリートの皆さんが試合の時に身に着けていたシューズやユニフォーム、私物のお守りなどの貴重なアイテム
をエリア各所に展示します。

【開催場所】丸ビル１階マルキューブ、丸の内オアゾ１階〇〇広場、三菱商事ビル１階 MC FOREST
「丸の内スポーツフェス×大丸有 SDGs ACT5 連動企画 女子テニスアスリート写真展」
プロ・アマスポーツ写真家と女子テニスプレイヤー、車いすテニスプレイヤー有志の協力により、女子テニスアスリート
の写真展を開催します。
【開催場所】新丸ビル 3 階アトリウム

■アスリート・スポーツ界への支援企画 「For the Sports Project」
ライブ配信の視聴者数、展示会場来場者数に応じて、スポーツ界への支援を目的とした寄付を行います。

」
寄付先（予定）：公共財団法人日本スポーツ協会、公共財団法人日本障がい者スポーツ協会

■新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」提示キャンペーン
COCOA アプリのインストール画面を提示すると、抽選で丸の内エリアの飲食店で使えるクーポンなどが当たる

」 キャンペーンを実施します。
【開催日程】10 月 15 日（木）～10 月 22 日（木）各日 11：00～19：00
【開催場所】丸ビル 1 階マルキューブ
＜同時開催企画＞■読売新聞報道写真展「Road to TOKYO!! 1964～2020」
歓喜と感動がよみがえる。来年に控えた東京 2020 オリンピック。読売新聞社が所蔵する報道写真で、夏季大会の
名場面を振り返ります。
【開催場所】丸ビル１階マルキューブ
【開催時間】8：00～22：00 入場無料
【展示内容】1964 年東京オリンピックの開会風景やそのほかオリンピックで日本選手が活躍した感動のシーンの
数々をパネル、画像で展示します。
＜本写真展に関するお問い合わせ先＞
読売新聞東京本社 オリンピック・パラリンピック事務局 03-3216-2295
＜丸の内エリア 新型コロナウイルスに対する感染対策について＞
各種ガイドラインに沿って安心・安全な感染拡大防止策を徹底し、最大限のおもてなしを提供させて頂いております。
対策について詳細は丸の内ドットコム HP（https://www.marunouchi.com/）にてご確認ください。

○丸の内エリアのまちづくりコンセプト：「丸の内 Re デザイン」
三菱地所は、2020 年以降の丸の内エリア（大手町・丸の内・有楽町）におけるまちづくりを
「丸の内 NEXT ステージ※」と位置付け、“人・企業が集まり交わることで新たな「価値」
を生み出す舞台”を創 造していきます。「丸の 内 Re デザイン」 はその実 現に向け 、
まちづくりのあり方から変えていくコンセプトワードです。
※始動リリース： https://www.mec.co.jp/j/news/archives/mec200124_marunouchinext.pdf
※始動リリース：
https://www.mec.co.jp/j/news/archives/mec200124_marunouchinext.pdf
「丸の内 NEXT ステージ※」と位置付け、“人・企業が集まり交わることで新たな「価値」
を生み出す舞台”を創 造していきます。「丸の 内 Re デザイン」 はその実 現に向け 、
まちづくりのあり方から変えていくコンセプトワードです。

