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株式会社スポーツワン

2018.10.5(金)～7(日)
今年はＴリーグとタイアップ！「企業交流丸の内卓球大会」も開催！
年間 2,000 以上のスポーツイベント企画制作を手がける株式会社スポーツワン（神奈川
県横浜市都筑区、代表取締役 武田利也）は、10 月 5 日（金）～7 日（日）までの 3 日間、
日本郵便株式会社が運営する商業施設「ＫＩＴＴＥ」（東京・丸の内）で開催予定の「秋の
スポーツフェスタ in ＫＩＴＴＥ」を企画・プロデュース致しますのでお知らせいたします。
「秋のスポーツフェスタ in ＫＩＴＴＥ」は今年で 3 回目を迎え、東京駅目の前の商業施
設内でありながら、さまざまなスポーツ体験ができるイベントとして開催されてきました。
特に、屋内型スポーツ競技で老若男女・障がいの有無等に関わらず同じルールで楽しめる
「卓球」を毎年恒例のメインコンテンツとして採用。過去にはオリパラ出場選手の報告会や
卓球をテーマにした映画との連動企画などが開催されてきた経緯があります。そんななか
今年は当社が企画・プロデュースを手がけ、10 月 24 日に両国国技館で
開幕する卓球新リーグ「Ｔリーグ」とのコラボが決定。日本とともに世界
を代表するトップ選手が続々と参戦を表明し、開幕への期待が高まる中、
世界 No.１リーグを目指す新リーグの魅力に迫ります。
また、今年はイベント全体のテーマに「スポーツ＆ヘルスケア」を掲げ、都内で働くオフ
ィスワーカーや国内外からの旅行者、お買い物に訪れた方々がその場で気軽に体験できる
さまざまなコンテンツを多数ご用意。初年度から続く大人気企画「企業交流丸の内卓球大会
～名刺交換は勝負のあとで～」も開催され、金曜日の夜、仕事終わりのオフィスワーカーが
白熱の戦いを繰り広げます。ほかにもアシックスランニングクラブコーチによるランニン
グクリニックや人気卓球コーチによる卓球教室、話題のフィットネス音声アプリ「BeatFit」
が視聴できるフィットネス体験コーナーなども登場し、週末の連休中、秋のスポーツシーズ
ンにご家族やご友人と楽しむにはぴったりのイベントです。ぜひご期待ください。
以上
≪本件に関する報道関係者の方のお問い合せ≫
株式会社スポーツワン マーケティング事業部（新井）
TEL：045-507-5321 ／ info@sportsone.co.jp

別紙１
■本イベント企画・制作にあたり
「秋のスポーツフェスタ in ＫＩＴＴＥ」では初年度より「卓球」を中心に企画が組み立
てられている経緯もあり、今年の卓球界、最大のトピックスでもある「Ｔリーグ」とタイア
ップし、第３回目となる本イベントを企画・プロデュースできることを大変嬉しく思います。
実は「Ｔリーグ」チェアマンの松下浩二さんは 2016 年、第 1 回目のイベントにもご登場さ
れて、その際はリオオリンピック直後で、旋風を巻き起こした卓球日本代表にちなみ、2020
年東京大会に向けた抱負や若手の育成について語られています。今回、「Ｔリーグ」チェア
マンとして再度ご登場いただけることは大変喜ばしく、開幕に向けて盛り上がる「Ｔリーグ」
そして卓球界の熱をぜひ来場者の皆さまとも共有できればと思います。
また、イベント全体のテーマを「スポーツ＆ヘルスケア」としたのは単にムーブメントと
してのスポーツに留まらず、老若男女問わず多くの方に日常にスポーツを取り入れ、楽しめ
る喜びや豊かさを体験頂きたかったからです。今回、多くの企業様にもご協力いただき、ラ
ンニングやフィットネス、卓球など、初心者の方でも簡単にはじめられる企画を多数ご用意
しています。秋のスポーツシーズン、ＫＩＴＴＥでのお買い物やお食事と合わせて、スポー
ツ体験もできる本イベントにぜひお越しください。
担当：新藤 遼介（SHINDOH RYOSUKE）
スポーツプロジェクトデザイナー／イベントプランナー。大手企業向けソフトウェア
を手掛けるＩＴ企業を経て、イベント会社より商業施設「ＫＩＴＴＥ」を運営するＪＰ
ビルマネジメント株式会社に出向。イベントスペース管理と販促ＰＲイベントの企画
管理業務に従事する。その後、株式会社スポーツワンに入社。現在はマーケティングチ
ーム責任者および新規事業・イベントの企画立案、ＰＲ広報などを幅広く担当する。

「秋のスポーツフェスタ in ＫＩＴＴＥ」開催概要
大 会 名：秋のスポーツフェスタ in ＫＩＴＴＥ
日

程：2018 年 10 月 5 日（金）～7 日（日）11:00～18:00（5 日のみ～17:00）
※企業交流丸の内卓球大会は 5 日（金）18:20～20:30(受付 18:00～）

会

場：東京・丸の内「ＫＩＴＴＥ」１Ｆアトリウム
（東京都千代田区丸の内２丁目７－２／東京駅丸の内南口 徒歩約 1 分）

公式ＨＰ ：http://www.sportsone.jp/kitte-sportsfesta/2018/
参 加 費：参加無料（一部有料コンテンツあり）
主

催：ＫＩＴＴＥ（日本郵便株式会社、ＪＰビルマネジメント株式会社）

協

力：一般社団法人 T リーグ、 株式会社三英、 アシックスジャパン株式会社、
株式会社イトーキ、株式会社タニタ、株式会社 BeatFit、
ハイガー産業株式会社、 株式会社 Lili（Lili 卓球スタジオ）、
小顔矯正サロン plum

企画・運営：株式会社スポーツワン

別紙２
■開幕直前！卓球新リーグ「Ｔリーグ」の魅力に迫る！
2018 年 10 月 24 日に両国国技館で
開幕する卓球新リーグ「Ｔリーグ」
。
7 日（日）には松下浩二チェアマン
も登場し、日本とともに世界を代表
するトップ選手が続々と参戦を表
明し、開幕への期待が高まる中世界

Ｔリーグ
Ｔリーグ ビジュアル

松下浩二チェアマン

No.１リーグを目指す新リーグの魅力に迫ります。
■「卓球」体験コンテンツが盛りだくさん！
世界的に見ても競技人口が一、二を争うといわれるスポーツが卓球です。子どもからシニ
アまで、また障がいの有無に関わらず、同じルールで試合ができるのも大きな魅力の一つ。
この機会に、
「生涯スポーツ」としてはじめてみませんか？
■第 3 回企業交流丸の内卓球大会～名刺交換は勝負のあとで～
ＪＰタワーを含む丸の内界隈や都内近郊にオフィスを構
える企業約１０チームが参戦！経験・年齢・性別不問！社内
で選抜チームを組むも良し、同僚で声を掛け合っての参加も
良し。金曜日の夜はＫＩＴＴＥで卓球を楽しみましょう！
期日：10 月 5 日（金）18:20～20:30（受付 18:00～）
※観覧自由／エントリー先着順、定数に達し次第、受付終了

昨年の様子

■はじめての卓球教室
YouTube でも人気の卓球コーチ陣が指導！ まずはラリー10 回を目指しましょう！
第１回：6 日（土）11：00～12：00（受付開始／10：30～）
第２回：6 日（土）13：30～14：30（受付開始／13：00～）
第３回：7 日（日）11：30～12：30（受付開始／11：00～）
第４回：7 日（日）15：30～16：30（受付開始／15：00～）
協力：株式会社 Lili（Lili 卓球スタジオ／東京・神楽坂）

Lili 卓球スタジオ

Lili 卓球スタジオ

村田雄平 代表

櫻井勇治 店長

ＨＰ：http://www.lilisc.com/
■「動体視力チャレンジ」
「的抜きチャレンジ」
卓球のトップ選手は時速約 100 キロ以上のラリーを繰り広げます。そんなトップ選手の
サーブ速度を体感いただけるコンテンツや正確性を競う的抜きチャレンジを開催。

別紙３
■ランニング
≪秋の丸の内～皇居周辺をランニング≫
絶好のランニングシーズン。全員でストレッチやフォームの確認をした後、ランニングに
挑戦！レースに出場する本格的なランニングだけでなく、健康のために“気軽”にランニング
を楽しみませんか？
第１回：6 日（土）15：00～16：30（受付開始／14：00～）
第２回：7 日（日）14：00～15：30（受付開始／13：00～）
第３回：7 日（日）17：00～18：30（受付開始／16：00～）

アシックス

※事前エントリー制／各回定員 30 名

ランニングクラブ
小谷 浩コーチ

集合場所：アシックスラン東京丸の内
参加費 ：ランステーション施設使用料 800 円＋入会費 500 円（初回のみ）
≪シューズ試し履き＆足形測定≫
さらにイベント開催中の 3 日間、ＫＩＴＴＥ館内ではシューズ試し履きと足形測定を開
催。専門の測定機器に立って、10 秒程度であなたの足の長さや幅などが分かります。測定
結果はプリントアウトしてお渡し。データをもとにその場でおすすめのモデルやサイズを
ご提案します。
協力：アシックスジャパン株式会社
■フィットネス
ダイエットから本格的なトレーニングまで負荷レベル調整できる
大人気のスピンバイクといま話題のフィットネス音声アプリ
「BeatFit」のオリジナルクラスが視聴体験できるゾーンが登場！

スピンバイク イメージ

まるでコーチが耳元にいる感覚をぜひお楽しみください！
期日：5 日（金）～7 日（日）
協力：ハイガー産業株式会社、株式会社 BeatFit

BeatFit ロゴ

■体力測定 4 種
握力や跳躍力、背筋力などその場で簡単にチャレンジできる体力測定を開催します。
期日：5 日（金）～7 日（日）
■ヘルスケアゾーン
あなたの姿勢矯正やマッサージなどカラダのメンテナンスを行います。街歩きやお買い
物に疲れたり、日ごろの姿勢や歩き方で相談がある方は是非お立ち寄りください。
期日：6 日（土）～7 日（日）／協力：サロン plum

別紙４
■スタンプラリー
上記コンテンツを 3 つ以上体験してスタンプを集めるとノベルティが当たる抽選会に参
加いただけます。
期日：6 日（土）～7 日（日）
■企画・運営会社紹介
≪株式会社スポーツワン≫
年間 2,000 以上のスポーツイベント企画制作を手がけ
る、スポーツマーケティング＆ヘルスケアカンパニ
ー。日本最大級の企業対抗駅伝をはじめ、様々なアマチュアスポーツイベントを年間通じて
開催しているほか、法人向けヘルスケアサービスや社内スポーツ大会の制作、
「バブルラン」
や「ウォーリーラン」など若年層向けにいわゆる「ファンラン」も自主事業とし多数開催。
また、スポーツポータルサイト「SPORTSONE」を運営し、スポーツマーケティングの視点
から人々の健康づくりとスポーツライフを多角的に支援している。
▽スポーツポータルサイト「SPORTSONE」
：http://www.sportsone.jp/
▽スポーツワン公式 SNS アカウント
Facebook

：

https://www.facebook.com/sportsone.jp/

Twitter

：

https://twitter.com/sportsone_jp

Instagram

：

https://www.instagram.com/sportsone_jp/

LINE@

：

≪本イベントの企画・運営に関する一般の方からのお問い合せ≫
ＫＩＴＴＥスポフェス運営事務局（株式会社スポーツワン内）
run@sportsone.co.jp

