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丸の内でスポーツの魅力を再発見！
五感で楽しむリアルなコミュニケーションと健康増進スポーツイベント

「MARUNOUCHI SPORTS FES 2022」開催
開催日時：2022 年 8 月 1 日（月）～14 日（日）
開催場所：丸ビル 1 階マルキューブ、丸の内仲通り（丸ビル前）、TOKYO TORCH Park

三菱地所株式会社は、丸の内エリア（大手町・丸の内・有楽町）の就業者や来街者の健康意識向上・交流
促進や様々なスポーツの魅力を伝えることに加え、次世代育成・共生社会・多様性の実現を目的として
「MARUNOUCHI SPORTS FES 2022｣を 8 月 1 日（月）～14 日（日）に開催します。
7 回目の開催となる本年は、ウィズ・コロナを意識した感染対策
を徹底しながらも、スポーツで生まれる交流、スポーツにまつわる
さまざまなコンテンツを通して、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五感で感じていただける
イベントとして開催します。
「MARUNOUCHI SPORTS FES」の恒例企画、企業対抗種目と
して、昨年好評を博した eSports に加えて、今年は、
「3V3 バレー
ボール大会」も開催。
その他にも、スポーツ庁による障がい者スポーツの紹介や実際に

▲過去開催時の様子（2019 年）

パラスポーツを体験できる企画をはじめとして、体を動かして五感でスポーツそのものの魅力を感じていた
だけるコンテンツを多数展開します。
また、4 年に１度開催されるバレーボール世界最高峰の大会「2022 世界バレー」の先取りができる映像や
展示、TBS の人気番組「SASUKE」の名物エリア「クリフハンガー」と「そり立つ壁」が丸ビル 1 階マルキ
ューブに登場。SASUKE レジェンドたちによるデモンストレーションや一般の方にも、SASUKE の人気エリ
アを実際に体験していただけます。
さらに、イベント初日となる 8 月 1 日（月）には、丸の内仲通りでのパフォーマンス披露やそれぞれの競
技の垣根を越えたクロストークを通じてスポーツの魅力を届けるオープニングセレモニーを開催します。登
壇者として、モンスターボックス 23 段の世界記録を持つ池谷 直樹氏、2022 年秋に開催される「パルクー
ル世界選手権」フリースタイル日本代表にも選ばれている現パルクール日本王者の鈴木 智也氏といった豪華
アスリートに加えて、今年 5 月に東京都体操協会パルクール委員会広報部長に任命されたゴールデンボンバ
ーの喜矢武（きゃん） 豊氏を迎える予定です。

＜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）
丸の内ドットコムホームページ:https://www.marunouchi.com/

「MARUNOUCHI SPORTS FES 2022」開催概要
開催日程：2022 年 8 月 1 日（月）～14 日（日）
開催場所：丸ビル 1 階マルキューブ、丸の内仲通り（丸ビル前）、TOKYO TORCH Park
主
催：三菱地所株式会社
協
力：株式会社 TBS テレビ、NPO 法人 One Rugby、株式会社 HiRAKU、
日本財団パラスポーツサポートセンター、日本パラ・パワーリフティング連盟、
日本障害者スポーツ射撃連盟、東京都体操協会パルクール委員会、
株式会社ダブリュ・エフ・エヌ（SEV）、株式会社東京武蔵野ユナイテッドスポーツクラブ、
有楽町 Wonder Working Studio スポーツビジネスプロデューサーコース、
丸の内 15 丁目 PROJECT、丸の内カラダフルネスアクション、TIS 株式会社、
株式会社 JCG、GYYM 株式会社、なちゅぼ（一般社団法人ナチュラルボディバランス協会）
、
株式会社イブキ、NPO 法人大丸有エリアマネジメント協会（リガーレ）
後
援：スポーツ庁
ホームページ：https://www.marunouchi.com/event/detail/31906/
※新型コロナウイルスの感染状況により出演者、プログラム内容などを変更する可能性がございます。

【MARUNOUCHI SPORTS FES 2022 オープニングセレモニー】
モンスターボックス 23 段の世界記録を持つ池谷 直樹氏、2022 年秋に開催される「パルクール世界
選手権」フリースタイル日本代表にも選ばれている現パルクール日本王者の鈴木 智也氏といったアスリ
ートに加えて、今年 5 月に東京都体操協会パルクール委員会広報部長に任命されたゴールデンボンバー
の喜矢武（きゃん） 豊氏が登場。それぞれの競技や立場といった垣根を越えたクロストークを展開し、
スポーツの魅力を届けます。さらに、当日は豪華アスリートたちによるモンスターボックスの実演や鈴
木 智也氏と 4 名の国内トップパルクール選手によるパフォーマンスを行います。
※状況により、出演者は変更となる可能性がございます。
※当日は、室伏長官より寄せられたメッセージを会場にて発表させていただきます。

開催日時：8 月 1 日（月）12:00～13:00（予定）
開催場所：丸の内仲通り（丸ビル前） ※雨天時は丸ビル 1 階マルキューブにて開催
内
容：①ゲスト参加者たちによるオープニングセレモニー、トークセッション
②ゲストによるパフォーマンス披露（モンスターボックス、パルクール）
③フォトセッション
ゲ ス ト：池谷 直樹氏（モンスターボックス 23 段 世界記録保持者）
鈴木 智也氏（パルクール世界選手権フリースタイル日本代表）
喜矢武（きゃん） 豊氏（東京都体操協会パルクール委員会 広報部長）
三阪 洋行氏（元車ラグビー日本代表）

池谷 直樹氏

鈴木 智也氏

喜矢武（きゃん）豊氏

三阪 洋行氏

「MARUNOUCHI SPORTS FES 2022」展開コンテンツ
■「2022 世界バレー in Marunouchi」

」

4 年に１度開催されるバレーボール界世界最高峰の大会「世界バレー」
。
男子大会はポーランド・スロベニアにて 8 月 26 日（金）、女子大会はオラ
ンダ・ポーランドにて 9 月 23 日（金・祝）に開幕。映像や展示などで「世
界バレー」の見どころを先取りチェックいただけるほか、
「3V3」バレーボ
ールのフリープレイもお楽しみいただけます。

」

開催日時：8 月 1 日（月）～7 日（日）各日 11:00～20:00
開催場所：丸ビル１階マルキューブ
協
力：株式会社 TBS テレビ

▲「3V3」バレーボール
フリープレイイメージ

＜関連イベント:企業対抗 3V3 バレーボール大会＞
「MARUNOUCHI SPORTS FES」の名物企画、企業対抗スポーツ大会。
今年は、3 名 1 チームで戦う、３V３バレーボールで No.1 企業を決定し
ます。決勝には元バレーボール女子日本代表選手の狩野舞子氏が
「マイコ チャンネルドリームチーム」を率いて登場予定です。
TBS アナウンサーチームも参戦予定。

▲狩野 舞子氏

開催日時：8 月 5 日（金）18:00～20:00
開催場所：丸ビル 1 階マルキューブ
ゲ ス ト ：狩野 舞子氏（元女子バレーボール日本代表）
滝沢 ななえ氏（元バレーボール選手）
鈴木 裕子氏（元バレーボール選手）
江畑 幸子氏（元女子バレーボール日本代表）
参加募集：https://3v3volley-maiko2022.peatix.com（先着で 7 チーム募集中）

＜関連イベント: 開幕直前スペシャルステージ他＞
スペシャルゲストをお迎えし、開幕直前の「2022 世界バレー」の見どころを徹底解説！
その他参加型企画も実施予定。
開催日時：8 月 7 日（日）12:00～17:00
開催場所：丸ビル１階マルキューブ
ゲ ス ト：川合 俊一氏（元バレーボール日本代表）
狩野 舞子氏（元バレーボール日本代表）
司
会：初田 啓介氏（TBS テレビアナウンサー）
協
力：株式会社 TBS テレビ
▲川合 俊一氏

▲狩野 舞子氏

▲初田 啓介氏

■「キッズ・プレイフィールド in Marunouchi」
「あそび」を通して生きるために必要なすべてを学べる人気遊具がマルキ
ューブに登場！キッズたちが、からだを使って「あそび」を体験！
開催日時：８月 1 日（月）～７日（日）11:00～19:00
※下記日程は、開催時間が変更となります。

①8 月 1 日（月）13:00～19:00
②8 月 3 日（水）11:00～17:00
③8 月 6 日（土）・7 日（日）各日 17:30～19:00
開催場所：丸ビル１階マルキューブ

▲展示イメージ

<関連イベント:なちゅぼ・親子運動プログラム>
共にオリンピックに 3 度出場した、なちゅぼ代表・勅使川原郁恵と
講師・松原梨恵が実践する、子どもの能力が開花する運動あそび、
親子運動プログラムを体験！
開催日時：8 月 3 日（水）13:00～17:00
※時間内で 3 回程度プログラムを実施予定
▲勅使川原
開催場所：丸ビル１階マルキューブ
ゲ ス ト：勅使川原 郁恵氏（元スピードスケート・ショートトラック日本代表）
松原 梨恵氏（元新体操日本代表）
協
力：なちゅぼ（一般社団法人ナチュラルボディバランス協会）

郁恵氏

▲松原 梨恵氏

■「SASUKE NINJA WARRIOR 2022 in Marunouchi」
TBS 系にて 1997 年から放送されている人気番組「SASUKE」のエリアが
丸の内に。名物エリア「そり立つ壁」「クリフハンガー」の、その高さ、難し
さを体験いただけます。
※クリフハンガーは一般の方も体験できます。
※写真はイメージです
▲クリフハンガー

開催日時：8 月８日（月）～14 日（日）各日 11:00～20:00
開催場所：丸ビル１階マルキューブ
協
力：株式会社 TBS テレビ

▲反り立つ壁

＜関連イベント:Special Day＞
ミスターSASUKE 山田勝己氏のレジェンド選手による名物エリア「そり立つ壁」や「クリフハンガー」の
パフォーマンスやトークショーを開催。
※各開催日の詳細は、後日イベントホームページにてお知らせします。

開催日時：8 月 11 日（木・祝）、13 日（土）
、14 日（日）各日 12:00～17:00
開催場所：丸ビル１階マルキューブ
ゲ ス ト：山田 勝己氏（ミスターSASUKE）
森本 裕介氏（SASUKE 完全制覇のサスケ君）
漆原 裕治氏（SASUKE 完全制覇 2 回）
日置 将士氏（SASUKE 3rd ステージ常連）
川口 朋広氏（SASUKE ファイナリスト）

▲山田 勝己氏

▲森本 裕介氏

▲漆原 裕治氏

▲日置 将士氏

▲川口 朋広氏

■「スポーツ庁 活動紹介コーナー」
スポーツ庁では、一人でも多くの方にスポーツを楽しんでいただき、
スポーツを行うことが生活習慣の一部となるような社会を目指し、
「Sport in Life プロジェクト」に取り組んでいます。
スポーツ庁のブースでは、現在取り組んでいる事業について紹介します。
開催日時：8 月 1 日（月）～14 日（日）各日 11:00～20:00
開催場所：丸ビル１階マルキューブ
協
力：スポーツ庁
■「丸の内パラスポーツの日」
車いすラグビー、パラ射撃、パラ・パワーリフティングなど、普段体験できない競技にチャレンジ！
夏休みの自由研究にも活用いただけます。
開催日時：8 月６日（土）11:00～17:00
・車いすラグビー体験（11:00～12:30 マルキューブ／13:00～15:00 丸の内仲通り）
・射撃体験（13:00～17:00 マルキューブ）
・パラパワーリフティング（13:00～17:00 マルキューブ）
開催場所：丸ビル１階マルキューブ／丸の内仲通り（※丸の内仲通りは雨天中止）
ゲ ス ト：三阪 洋行氏（元車いすラグビー日本代表）
千葉 真子氏（元陸上競技日本代表）
協
力：NPO 法人 One Rugby、株式会社 HiRAKU、日本財団パラスポーツサポートセンター、
日本パラ・パワーリフティング連盟、日本障害者スポーツ射撃連盟

▲三阪 洋行氏

▲千葉 真子氏

▲開催イメージ

■「体力測定 by MARUNOUCHI KARADAFULLNESS ACTION」
丸の内で働くビジネスマンも、丸の内に遊びに来た方も気軽に体力や体の状態を測定できます。
この機会に自身の体力を測定してみよう！
測定種目：握力、垂直飛び、閉眼片足立ち、反射テスト、体組成計など（予定）
開催日時：8 月 8 日（月）～8 月 14 日（日）各日 11:00～20:00
開催場所：丸ビル１階マルキューブ
＜丸の内カラダフルネスアクション＞
丸の内エリア（大手町・丸の内・有楽町）で開催される、
様々な健康イベントに参加して、上位入賞するとポイントが溜まり、
年間の獲得ポイント数を競う健康アワードプロジェクトです。
たくさん健康・スポーツ関連のイベントに参加するほど上位入賞のチャンス！
毎日の健康的な活動でもポイントが溜まります。年間ランキング上位者には豪華景品もご用意！
健康になって、ランクインを目指しましょう！
※ポイントを溜めるためには、カラダフルネスアクション公式アプリ「丸の内ヘルスカンパニー」をダウンロードしてください。

■「Golfing エクササイズ＆スイングチェンジチェック powered by IBUKI」
ゴルフ未経験者でも、あっという間にゴルフデビューできる、1 回で
飛距離が 20 ヤード以上伸びる人もいる、プロゴルファーも行うゴルフ上
達エクササイズです。クラブを振らずボールを打たずにスイングを覚えつ
つ、インナーマッスルを鍛えることで、腰痛・肩こり知らずの身体を身に
つけられます。
開催日時：①Golfing エクササイズ
8 月 2 日（火）～5 日（金）、8 日（月）
、10 日（水）
、
12 日（金）各日 12:00～13:00
②Golfing エクササイズ＆スイングチェンジチェック
8 月 1 日（月）～４日（木）各日 18:00～19:00
開催場所：丸ビル１階マルキューブ
協
力：株式会社イブキ

▲開催イメージ

■「丸の内スポーツフェス 丸の内 eSports2022」
丸の内スポーツフェスに新たなジャンルとして、eSports 企業対抗戦を開催。オフィスワーカーの
皆さんが仕事帰りにゲームで熱い戦いを繰り広げることで、丸の内から eSports の魅力を発信します。
※三菱地所株式会社が丸の内エリアに整備するローカル 5G も活用して運営します。
※東京都「5G BOOSTER Project」の一環として大会を開催します。

開催日時：8 月 9 日（火）18:30～20:30（予定）
※参加者の方は、当日 18:00 までに会場にお越しください。

ゲ ー ム：「Apex Legends」
開催場所：丸ビル１階 マルキューブ
配
信：丸の内ドットコムチャンネル【公式】YouTube チャンネル
協
力：TIS 株式会社、株式会社 JCG

▲お申込みフォーム

■「東京武蔵野ユナイテッド FC サッカーひろば」
東京のど真ん中から J リーグ昇格を目指す、
「東京武蔵野ユナイテッド FC」
（JFL 所属）の選手・スタッフが、
キックターゲットや PK チャレンジを開催します。
初心者大歓迎ですので、丸の内でサッカーを楽しみましょう！
開催日時：8 月 11 日（木・祝）～13 日（土）各日 11:00～17:00
開催場所：TOKYO TORCH Park
企
画：有楽町 Wonder Working Studio
スポーツビジネスプロデューサーコース
協
力：東京武蔵野ユナイテッド FC
＜関連イベント:親子サッカー教室＞
8 月 11 日（木・祝）と 13 日（土）の 2 日間は、
「親子サッカー教室」
（対象 4～6 歳）を開催します。
詳細はクラブホームページより参照いただけます。
開催日時：8 月 11 日（木・祝）
、13 日（土）各日 11:00～/16:00～
開催場所：TOKYO TORCH Park

▲「東京武蔵野ユナイテッド FC」
チームロゴ

▲「東京武蔵野ユナイテッド FC」×「アオアシ」
キービジュアル

▲「東京武蔵野ユナイテッド FC」
選手写真

丸の内ポイントアプリ連動キャンペーン
■「夏の丸の内グルメクーポンガチャ」
「MARUNOUCHI SPORTS FES 2022」イベント参加者を対象に、丸の内ポイントアプリでご利用いた
だける 500 円分のグルメクーポン（丸の内エリアの飲食店舗にて税込 1,000 円以上の利用で使用可）を抽
選で 3,000 名にプレゼントします。

○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

