
ラグビーワールドカップ2019に向けて

豊かな芸術文化・スポーツ活動
を育むまちづくり宣言
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ラグビーワールドカップ2019™東京都交通輸送実施計画について
○ 平成31年3月に東京都がラグビーワールドカップ2019™東京都交通輸送実施計画を策定・公表
○ 鉄道・シャトルバス・歩行者誘導計画をはじめ，東京スタジアム周辺の交通規制計画が示された。
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試合日 開会式／試合時間 規制時間
※開会式／試合開始4時間前～終了3時間後

9月20日（金） 18：30～21：20
（試合開始は19：45～）

14：30～24：20

9月21日（土） 16：15～17：50 12：15～20：50

9月29日（日） 16：45～18：20 12：45～21：20

10月 5日（土） 17：00～18：35 13：00～21：35

10月 6日（日） 13：45～15：20 9：45～18：20

10月19日（土） 19：15～20：50 15：15～23：50

10月20日（日） 19：15～20：50 15：15～23：50

11月 1日（金） 18：00～19：35 14：00～22：35

１ 鉄道輸送計画
○ 飛田給駅では，試合開始4時間前から終了1.5時間頃までに，
特急・準特急の臨時停車を実施
○ 駅構内のスタッフやアナウンス等では，日英を中心とした多言語により対応

２ シャトルバス輸送計画
入場時：調布・多磨・武蔵境・狛江駅の近隣４駅から，10～25分間隔で運行
退場時：入場時の４駅に武蔵小金井駅も加え，数分程度の短い間隔で運行

３ 歩行者誘導計画
○ 最寄駅（飛田給駅，西調布駅，多磨駅）とスタジアム間の動線上に，
大会仕様の案内サインを配置
○ 駅周辺には，障害者や外国人補助を役割としたスタッフを配置

４ 東京スタジアム周辺の交通規制
○ 規制範囲：右図のとおり
○ 規制・時間（予定）

※ 規制エリア内への進入が必要な地元住民等には通行証が付与される予定

【スタジアム通り周辺の規制範囲】

※平成31年3月22日東京都オリンピック・パラリンピック及びラグビーワール
ドカップ推進対策特別委員会資料より抜粋

主な内容

【今後の課題】 スタジアム周辺の混雑緩和，仮設トイレの設置，ごみ対策など



ラグビーワールドカップ2019™ファンゾーン運営計画について①

１ 会場
○ 調布駅前広場・調布市グリーンホール

※ パブリックビューイングについて，調布市グリーンホール（大
ホール）が利用できない日（9月21・22日，10月26・
27日，11月2日）は，代替会場として以下のいずれかを
活用
①調布市グリーンホール（小ホール）
②調布市文化会館たづくり大会議場
③調布クレストンホテル宴会場

※ 屋外でもPVを実施予定

２ 開催日
○ 東京スタジアムの試合日及び大会期間中の
土・日曜日(15日間) ※右表のとおり

３ 想定来場者数
○ 東京スタジアムの試合日及び大会期間中の
土・日曜日：平均5,000人（1日当たり）
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日付 試合（試合数）
東京スタジアムの

開催カード
開催時間

9月20日(金)
開会式
プール戦(1)

日本対ロシア 12:00~22:30

9月21日(土) プール戦(3) フランス対アルゼンチン 12:00~22:00

9月22日(日) プール戦(3) 12:00~22:00

9月28日(土) プール戦(3) 12:00~22:00

9月29日(日) プール戦(2) オーストラリア対ウェールズ 12:00~22:00

10月 5日(土) プール戦(3) イングランド対アルゼンチン 12:00~22:00

10月 6日(日) プール戦(2) ニュージーランド対ナミビア 12:00~20:00

10月12日(土) プール戦(3) 12:00~22:00

10月13日(日) プール戦(4) 12:00~22:00

10月19日(土) 準々決勝(2) 準々決勝 14:00~22:00

10月20日(日) 準々決勝(2) 準々決勝 14:00~22:00

10月26日(土) 準決勝(1) 14:00~21:00

10月27日(日) 準決勝(1) 14:00~22:00

11月 1日(金) 3位決定戦(1) 3位決定戦 14:00~22:00

11月 2日(土)
決勝(1)
閉会式

14:00~22:00

【開催日程】 ※開催時間については，今後変更の可能性あり

全体概要

○ 平成31年4月に東京都がラグビーワールドカップ2019™ファンゾーン運営計画を策定・公表
○ 全体概要，実施運営，会場レイアウト等について，より詳細な内容が示された。



ラグビーワールドカップ2019™ファンゾーン運営計画について②

9

エリア 実施コンテンツ

Aエリア ・ステージイベント
・パブリックビューイング
（屋外／ステージビジョン）
・ケータリング
・公式グッズ販売
・スポンサーブース

会場レイアウト（イメージ）

エリア 実施コンテンツ

Bエリア ・パブリックビューイング
（屋内／ホールスクリーン）

エリア 実施コンテンツ

Cエリア ・ラグビー体験
・パブリックビューイング
（屋外／壁面スクリーン）

エリア 実施コンテンツ

Dエリア ・交流エリア
（日本の伝統文化の体験，出
場国の紹介，地元の魅力発信，
ラグビーの魅力発信等）
・インフォメーション

※図：平成31年4月23日東京都オリンピック・パラリンピック及びラグビーワー
ルドカップ推進対策特別委員会資料より作成



ラグビーワールドカップ2019™ファンゾーン運営計画について③
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１ パブリックビューイング
○ グリーンホールでの屋内PV
○ 開放感あふれる屋外２か所でのPVを追加実施
・ステージビジョン
・トリエ京王調布B館の壁面スクリーン（日没後）

２ 交流エリア
○ 日本の伝統文化の体験，出場国の紹介，地元の
観光PRや名産品の紹介，ラグビーの魅力発信等によ
り，来場者が交流できる空間を創出

３ ラグビー体験
○ ラグビートップリーグ等で活躍する地元６チームと連
携し，日替わりでトップ選手等によりパス回しやリフトア
ップ等のラグビー体験を実施

①サントリーサンゴリアス
②リコーブラックラムズ
③東芝ブレイブルーパス
④キヤノンイーグルス
⑤日野レッドドルフィンズ
⑥栗田工業ウォーターガッシュ

４ ステージイベント
○ 試合の見どころ解説や試合を振り返るトークショー，
コンサート，地域団体や文化・芸術団体によるパフォー
マンス等を実施

○ ファンゾーン区部会場とインターネット中継で結び，
会場の盛り上がりを共有

５ ケータリング
○ 誰もが気軽に楽しめ，また訪日外国人が日本の食文
化を楽しめるとともに，出場チームの食文化を紹介でき
るメニューを提供

６ 公式グッズの販売等
○ ラグビーワールドカップ2019™日本大会の公式グッズを
販売

○ 大会スポンサーの活動スペースとして，スポンサーブー
スを設置

７ 警備・安全対策等
○ 入場時に手荷物検査を実施し，危険物又はそれに
類する物品の持ち込みを排除

○ 組織委員会が策定したガイドラインに基づき，会場の
一定範囲にフェンスを設置

実施運営



ファンゾーン周辺での調布市の取組について
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トリエ京王調布C館

トリエ京王調布B館

調布パルコ

サウスゲートビル

調布市グリーンホール

ファンゾーンエリア
（東京都主催）

調布市展開予定エリア
（調布市主催）



ラグビーワールドカップ100日前イベントについて
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ラグビーワールドカップ公式チケットの販売について
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○ 第三次一般販売（先着）
2019年5月18日（土）18：00～2019年7月下旬

○ 「公式リセールサービス」
2019年5月31日（金）スタート

※ 公式リセールサービスとは，チケット購入後，何らかの理由でやむを得ず観戦できなくなってしまった場合，
チケット購入者がチケットを公式チケットサイトを通じて不特定の第三者に定価で販売することができるオンライン
サービス（個人間の取引ではない）です。ラグビーワールドカップ2019では，公式リセールサービス以外でのチ
ケット転売は，チケット規約で禁止されています。

○ 第四次一般販売（先着）
2019年8月（日付未定）～

・ ラグビーワールドカップ2019のチケット購入には，チケットIDへの登録が必要です。
・ 詳しくは，ラグビーワールドカップ公式チケットサイト（tickets.rugbyworldcup.com）
をご参照ください。
・ 市役所ではチケットの販売等を行っておりません。

チケット販売時期等


