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ラグビーワールドカップ 2019™日本大会まであと１年

横浜からラグビーを盛り上げていきます！

第 1 弾！

～ラグビーワールドカップ日本大会 1 年前キャンペーン等の実施～

TM © Rugby World Cup Limited 2015

ラグビーワールドカップ2019TM日本大会は、９月20日にいよいよ開幕１年前を迎えます。
横浜市では、開幕1年前の9月20日から決勝戦1年前の11月2日までの期間を中心に、来年に
向けた盛り上げを特に図る『ラグビーワールドカップ2019日本大会１年前キャンペーン』を
実施し、横浜からラグビーを盛り上げていきます。

１

大会１年前キャンペーン【第１弾】

(1)

開幕1年前カウントダウンボード除幕式等
大会オフィシャルスポンサーである三菱地所（株）のご協力により、ランドマークプラザに

カウントダウンボードを設置し、同日に除幕式を行います。
ア

カウントダウンボード除幕式

（ア）日時：9月20日（木）12:20-12:40
（イ）場所：ランドマークプラザ1階「サカタのタネ ガーデンスクエア」
（ウ）除幕式参加者：

・村田

修

様（三菱地所株式会社横浜支店長）

・丹治

明

様（神奈川県ラグビーフットボール協会会長）

(エ) 内容：消防音楽隊による演奏、来賓・主催挨拶、除幕
イ

カウントダウンボード設置場所
ランドマークプラザ3階

※除幕式後に移設します。

「風の灯台」前

クイーンズスクエア
方面
動く歩道方面
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(２)

シティドレッシング

９月20日から11月４日まで、横浜駅・みなとみらい・新横浜駅・関内駅周辺で、街灯バナー
フラッグ（延べ約850枚）を掲出するほか、桜木町のクロスゲート、横浜駅の横浜髙島屋に、大型の
懸垂幕を掲出するなど、街全体を華やかに装飾する「シティドレッシング」を行います。

街灯バナーフラッグ掲出の様子

クロスゲート

横浜髙島屋

【街灯バナーフラッグ】
●前期
期間︓９月 20 日（木）～９月 23 日（日）
場所︓桜木町駅前広場・動く歩道
●後期
期間︓10 月 29 日（月）～11 月 11 日（日）
場所︓桜木町駅前広場・動く歩道・クイーンズモール、
国際大通り
【大型懸垂幕】
期間︓９月 20 日（木）～11 月４日（日）
場所︓クロスゲート、横浜髙島屋

【今後の実施予定】
10月からは、新横浜駅周辺と関内周辺でも装飾を実施していきます。
９月
10月
横浜駅周辺
装飾
みなとみらい周辺
新横浜駅周辺
装飾
関内周辺
(３)

広報・ＰＲ

11月

～神奈川・横浜観戦ガイド～

大会をよりお楽しみいただくため、
【観戦ガイドイメージ】
大会の基本情報、チーム紹介、ルール、
県・市の魅力等をまとめた観戦ガイド
を作成し、区役所やスポーツセンター
等のほか、イベント等で配布します。
○発行日：9 月 20 日（予定）
○発行部数︓10,000 部（予定）
○装丁︓A5 版フルカラー、16 ページ
○今後、WEB でも公開予定

※一部変更となる場合があります。
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(４)

ラグビーワールドカップ開幕1年前のPR実施
9月22日（土）に、ニッパツ三ツ沢球技場で行われるトップリーグ「サントリーサンゴリアス 対

NECグリーンロケッツ」の試合にあわせて、ラグビーワールドカップ開幕1年前のPRを行います。
ア

開幕1年前限定グッズ2019個プレゼント
トップリーグの試合会場のニッパツ三ツ沢球技場をはじめ
市内7カ所において、開幕1年前限定のオリジナルグッズを
2,019個限定で配布します。

（ア）グッズ配布日時：9月22日（土）

11:02～

※先着順、なくなり次第終了
（イ）グッズ種類・数：開幕1年前特製ショルダーバッグ
（イ）グッズ配布場所：市内
横浜の試合数
をイメージ

７カ所

決勝戦の日付を
イメージ

2,019個

ニッパツ三ツ沢球技場ゲート周辺

開催年
をイメージ

限定グッズ
（イメージ）
W400×H500mm

関内駅（市庁舎）周辺2か所、日本大通り、桜木町駅前広場、
ランドマークプラザ（風の灯台前）、横浜駅東西自由通路、

イ

PRブース

（ア）ブース設置日時：9月22日（土）11:00～20:00
（イ）ブース設置場所：ニッパツ三ツ沢球技場

ゲートそば

（ウ）ブース内容：フォトスポット設置、パネル・グッズ展示等
(5)

今後の予定
今後、大会1年前キャンペーンに関連した情報を、第2弾、第3弾として、調整が整い次第、発信
し、大会への機運をさらに高めていきます。
○第2弾（10月中旬発表予定） ○第3弾（10月下旬発表予定）

【参考】ラグビーワールドカップ 2019TM

チケット一般抽選販売

本大会に向けた最後の先行抽選販売の機会である、チケット一般抽選販売を以下のとおり行います。
●販売期間：2018 年 9 月 19 日（水）～11 月 12 日（月） ●抽選結果発表：11 月 26 日（月）
●チケットの申込方法 公式チケットサイトにアクセスし、チケット ID を登録し、申込をします。
https://tickets.rugbyworldcup.com/

【参考】ジャパンラグビートップリーグ試合概要
「サントリーサンゴリアス 対 NEC グリーンロケッツ」
○日時︓９月 22 日（土）18:00 キックオフ（開場︓15:00）
○場所︓ニッパツ三ツ沢球技場
○主催︓（公財）日本ラグビーフットボール協会
主管︓神奈川県ラグビーフットボール協会、横浜市ラグビーフットボール協会
後援︓神奈川県、横浜市
○その他︓雨天決行。ただし、荒天で交通機関への著しい影響が予想される
場合は、中止になることがあります。あらかじめご了承ください。
また試合会場周辺で、関連イベントを実施予定です。
【関連イベント 詳細】 ■日時︓9 月 22 日（土）15:00～
■場所︓ニッパツ三ツ沢球技場 試合会場内外
■内容︓(1)高橋克典さん、筧美和子さんによる始球キック、スペシャルトーク
(2)麻倉未稀さんによる熱唱オンステージ
(3)ラグビーレジェンドたちによるレジェンドトーク、キックオフ直前解説
(4)生ビール半額デー（通常 700 円⇒当日 350 円）
(5)来場者プレゼント（先着 6,000 人に当日限定缶バッジ）
(6)プレゼント抽選会 ほか
■詳細︓神奈川県ラグビーフットボール協会ホームページまで
http://www.rugby-kanagawa.jp/news/detail/1500
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２

キヤノン ブレディスローカップ2018について
10月27日に日産スタジアムで開催される『キヤノン ブレディスローカップ2018』は、ニュージ

ーランド代表対オーストラリア代表の伝統の一戦です。この試合をラグビーの機運醸成につなげる
とともに、観客の案内誘導、ボランティア運営など大会運営面の確認・検証にも活かしていきます。
(1)

大会概要

ア

日時：10月27日（土）15:00キックオフ

イ

会場：日産スタジアム（横浜国際総合競技場）

ウ

対戦カード：
ニュージーランド代表対オーストラリア代表

エ

大会概要：

©Getty Images

ブレディスローカップとは、人類究極の才能を持つオールブラックス（ニュージーランド

代表）と戦術で世界を席巻してきたワラビーズ（オーストラリア代表）との間で80年以上に
わたり定期的に行われている国際マッチです。日本では９年ぶり２度目の開催となるこの試合
は、ラグビーワールドカップ2015TMの決勝カードでもあり、両国の誇りをかけた白熱した

戦いが繰り広げられます。
チケット情報については公益財団法人日本ラグビーフットボール協会のホームページを
ご覧ください。（https://www.rugby-japan.jp/news/2018/06/01/49162）
(2)

キヤノン ブレディスローカップ2018に向けた取組について

ア

機運醸成の取組について
当日イベントの実施や、各種イベントにおいてブース出展を行うなど、キヤノン ブレディ

スローカップ2018を通じたラグビーの機運醸成を図っていきます。
イ

大会運営面の確認・検証について
駅から競技場までのルート上における案内誘導ボランティアの配置や、案内デスクの設置を

行うとともに、それらを統括する開催都市大会運営本部（場所：セブン＆アイ・ホールディング
ス伊藤研修センター)を設置し、大会運営面の確認・検証を行います。また、外国人来場者の
ニーズを把握するアンケートを実施します。

お問合せ先
（開幕１年前キャンペーンに関するお問い合わせ）
市民局ﾗｸﾞﾋﾞｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ 2019 推進課担当課長
（ブレディスローカップに関するお問い合わせ）
市民局ﾗｸﾞﾋﾞｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ 2019 推進課担当課長
※本件につきましては、神奈川県と同時に記者発表を行います。
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畠山

久子

Tel 045-671-3201

松田

博之

Tel 045-671-4584

