2022 年 6 月 21 日
報道関係各位
三菱地所株式会社

MARUNOUCHI RUGBY FESTIVAL in 2022 SUMMER

ラグビー日本代表戦のパブリックビューイングを丸ビルで開催
中村亮土選手、姫野和樹選手のゲスト出演が決定！！
三菱地所株式会社は、公益財団法人日本ラグビーフットボール協会との共催で、2022 年 6 月 25 日及び 7
月 2 日に、ラグビー日本代表戦のパブリックビューイングを丸ビルで開催します。また、6 月 25 日から 7
月 2 日の期間中を「MARUNOUCHI RUGBY FESTIVAL in 2022 SUMMER」と題し、コアファンからにわか
ファンまで、幅広い方にラグビーを楽しんでいただける様々なコンテンツを展開します。
さらに、
「MARUNOUCHI RUGBY FESTIVAL in 2022 SUMMER」にあわせ、6 月 20 日から丸の内 15 丁
目 PROJECT. 楕縁大学特別企画として、都内各所の屋外広告と東京メトロ車両をジャックした「超にわかラ
グビークイズ」を実施します。
「ちょっとわかると、もう楽しい！」のキャッチコピーどおり、気軽に参加で
きるクイズを通してラグビーの裾野を広げて参ります。
■パブリックビューイング概要

当社はラグビー日本代表のオフィシャルスポンサーです。ラグビー日本代表はラグビーワールドカップ日
本大会 2019 年を通じて、国民に興奮と感動を与えてくれました。あの時の光景を 2023 年に再び実現させ
るため、当社は東京・丸の内から、日本ラグビーフットボール協会及びスポンサー各社様、そして、ラグビ
ーを愛する全てのファンの方々と ONE TEAM になり、ラグビー日本代表を応援して参ります。

■MARUNOUCHI RUGBY FESTIVAL in 2022 SUMMER

概要

主催：公益財団法人日本ラグビーフットボール協会、三菱地所株式会社
期間：2022 年 6 月 25 日（土）～7 月 2 日（土）
会場：丸ビル 1 階マルキューブ
＜アクセス＞https://www.marunouchi.com/page/access/access_marubiru/
内容：パブリックビューイング、トークイベント、展示等
【パブリックビューイング】
定員：着席エリア 約 90 席 ※両日、当日 11 時から整理券を配布をさせていただきます。
立見エリア 約 40 名
試合：①6 月 25 日（土）ラグビー日本代表 対 ウルグアイ代表
試合：イベント開始

14：30

試合：キックオフ

15：00

試合：ゲ

ス ト 元ラグビー日本代表 真壁伸弥氏
東京サントリーサンゴリアス 中村亮土選手
トヨタヴェルブリッツ

試合：M

姫野和樹選手

C 熊谷 心

②7 月 2 日（土）ラグビー日本代表 対 フランス代表
試合：イベント開始

14：30

試合：キックオフ

15：00

試合：ゲ

ス ト 東京サントリーサンゴリアス

試合：M

中村亮土選手

C DJ ケチャップ

内容：ゲストに真壁伸弥氏、中村亮土選手、姫野和樹選手を招き（真壁氏と姫野選手は 6 月 25 日のみ）、
解説を交えながら観戦をお楽しみいただけます。また、試合前には、丸の内 15 丁目 PROJECT.
楕縁大学学長の廣瀬俊朗さんに監修いただき、楕縁大学特別企画として都内各所で展開する「超に
わかラグビークイズ」をパブリックビューイング用にアレンジしたクイズ大会を実施します。クイ
ズ当選者には素敵なプレゼントをご用意しております。

▲真壁伸弥氏

▲姫野和樹選手

▲中村亮土選手

▲超にわかラグビークイズ 問題例

【その他コンテンツ】
パブリックビューイング以外に以下コンテンツを予定しております。※内容や日時は変更の可能性ございます。
・ラグビー日本代表ジャージ展示

：6 月 25 日（土）～7 月 2 日（土）

・浅原拓真選手によるラグビー日本代表イラスト展示：6 月 25 日（土）～7 月 2 日（土）
・紙で作るラグビーボール貯金箱づくり

：6 月 25 日（土）①11：00～、②17：30～
7 月 2 日（土）①11：00～、②17：30～

他に各協賛企業による PR ブースも出店予定です。

■「超にわかラグビークイズ」広告ジャック 概要
当社は「MARUNOUCHI RUGBY FESTIVAL in 2022 SUMMER」にあわせて 6 月 20 日から丸の内 15 丁
目 PROJECT. 楕縁大学特別企画として、都内各所の屋外広告と東京メトロ車両をジャックして「超にわかラ
グビークイズ」を実施します。

▲キービジュアル

▲渋谷スクランブルスクエア掲出イメージ

企画内容：「ちょっとわかると、もう楽しい！『超にわかラグビークイズ』丸の内 15 丁目」
タイトルのとおり、ラグビーにまつわる簡単なクイズ（ルールや歴史、日本代表の知識 etc.）を渋谷など
都内各所の屋外広告を使って出題します。新しいラグビーの聖地丸の内や東京メトロ丸ノ内線・銀座線の車
両もジャック。問題数は計 60 問以上で「『ノッコン』って、何？」
「ラグビーのジャージがピチピチな理由
は？」といったユニークなクイズでいっぱいです。
ラグビーが盛り上がるには熱狂的なラグビーファンだけでなく、にわかファンの応援が大切です。これま
で興味がなかった人も気軽に参加できるクイズでラグビーの裾野を広げます。
「ちょっとわかると、もう楽し
い！」のキャッチコピーどおり、クイズを解くうちにラグビーの知識が増えて、気づけばみんなラグビーの
「超にわか」ファンになっている！を目指します。
クイズ監修は丸の内 15 丁目 PROJECT. 楕縁大学学長で元ラグビー日本代表で主将も務めた廣瀬俊朗さん
にお願いしました。ユニークながらも本格的な内容になっています。また「丸の内 15 丁目」のサイトではラ
グビー応援グッズが当たる特別なクイズも用意しています。ラグビー愛あふれる丸の内 15 丁目サイトも要
チェックです。
楽しいクイズの広告ジャックで、三菱地所らしく、街をパッと明るく活気づけていきます。また来年のラ
グビーワールドカップで、日本中が ONE TEAM で盛り上がれる機運を高めます。
＜掲出場所＞屋外広告ジャック：渋谷スクランブルスクエア 2・3F
デジタルサイネージ：丸の内、大手町、新橋、六本木各所
トレインジャック ：東京メトロ丸ノ内線、銀座線
＜掲出時期＞6 月 20 日～7 月 15 日（掲出場所によって時期が異なります）
左：タイトル＆
ステートメント
右：超にわか
ラグビークイズ
問題例
左・中央・右：
渋谷スクランブル
スクエア 2・3F
掲出イメージ

参考「丸の内 15 丁目 PROJECT.」
当社は、ラグビーを通じた新たなまちづくり「丸の内 15 丁目 PROJECT.」に取り組んでいます。
「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す。本プロジェクトでは大人から
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。
【丸の内 15 丁目 web サイト】
URL：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 Instagram】
アカウント名 ：丸の内 15 丁目
ユーザーネーム：@marunouchi_15
URL
：https://www.instagram.com/marunouchi_15/
【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

＜この件に関する一般の方のお問合わせ先＞
丸の内コールセンター TEL:03-5218-5100 （11:00～21:00）
※但し、日曜・祝日は 20:00 まで（連休の場合は最終日のみ 20:00 まで）
丸の内ドットコムホームページ：https://www.marunouchi.com/

