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ラグビーワールドカップ2019™ファンゾーンについて
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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

【ファンゾーンの会場レイアウト】

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

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

柵

出入口ゲート

調布駅入口

調布駅入口



ラグビーワールドカップ2019™ファンゾーンについて

○ ファンゾーン内のステージ等の設営

• ステージ等の設営は，ファンゾーン前日の昼から設置し，当日夜間に撤去
• 仮設トイレについても同様
• ただし，翌日もファンゾーン展開が続く場合は存置の方向（都側の意向）
（例）9月28日～29日は存置。29日夜に撤去し，10月4日夜または5日朝に設置予定

○ ファンゾーン期間中は，国内外から1日当たり5,000人の来場者が見込まれており，安全・安心の確保が第一
○ 東京都へ，安全・安心の確保に向けた運営・警備体制の確立を要請
○ 市としては，調布警察署・東京都と密な情報共有を継続
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○ 教育委員会と連携した学校への情報提供

• 東京都へ，調布駅前を通学路とする学校の通学時間・通学路について情報提供
• 教育委員会と連携し，工事車両の通行時間帯・通行経路，フェンスの設置範囲などに
ついて校長会で情報提供を予定

1 安全・安心の確保に向けて

【通学路の安全確保】



○ グリーンホール大ホールの利用

• ホール内の飲食は不可（都が費用負担の面から判断）
• ホール内のホワイエでは飲食可
• ホワイエには売店の設置予定なし（バルコニーについても同様の予定）
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○ 市町村PRブースへの出展

＜市町村PRブースとは＞
・ ファンゾーンエリアにおいて，都内の様々な魅力を全国及び世界に発信するため，会場内に
PRエリアが設置
・ PRエリアでは，各自治体が地元の観光や名産の情報等を広く発信

＜調布市の対応＞
・ 期間中全日（15日間）全てに出展を希望
・ 観光PR等を中心に実施する予定

2 ファンゾーン会場に関する情報提供

○ ファンゾーン期間中の「調布DAYS」の展開

• ファンゾーン15日間のうち，10月26日(土)・27日(日)の2日間は，市町村PRブースにおいて，
他の自治体のPRは行わず，市内事業者等と連携した調布市のみの特別な展開を予定
※ 26・27日は，横浜総合国際競技場にて準決勝が開催
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3 パブリックビューイングイベントの追加実施

○ ファンゾーン15日間に加え，以下の3日間のパブリックビューイングを中心としたイベントを実施
（主催：東京都，共催：調布市）

日程 時間 試合 競技会場

9月23日（月・祝） 17:15～21:30
（19:15キックオフ ）

ウェールズ対ジョージア 愛知県・豊田市
豊田スタジアム

10月 4日（金） 16:45～21:00
（18:45キックオフ ）

南アフリカ対イタリア 静岡県
小笠山総合運動公園エコパスタジアム

10月11日（金） 17:15～21:30
（19:15キックオフ ）

オーストラリア対ジョージア 静岡県
小笠山総合運動公園エコパスタジアム

○ 追加日程

○ PV会場：調布駅前広場（グリーンホール前エリア）
・ ステージビジョンを活用した，屋外のPVを実施
※9月23日（月・祝）は，グリーンホール小ホールでも屋内PVを実施
・ ラグビーアクティビティ，ケータリング，グッズ販売も実施
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日付 FZ開催時間 試合 対戦カード 試合開始時間 試合会場

9月20日(金) 12:00~22:30
開会式
プール戦

日本対ロシア 19:45 東京スタジアム

9月21日(土) 12:00~22:00 プール戦

オーストラリア対フィジー 13:45 札幌ドーム

フランス対アルゼンチン 16:15 東京スタジアム

ニュージーランド対南アフリカ 18:45 横浜国際総合競技場

9月22日(日) 12:00~22:00 プール戦

イタリア対ナミビア 14:15 花園ラグビー場

アイルランド対スコットランド 16:45 横浜国際総合競技場

イングランド対トンガ 19:15 札幌ドーム

9月23日(月) 17:30~22:00 プール戦 ウェールズ対ジョージア 19:15 豊田スタジアム

9月28日(土) 12:00~22:00 プール戦

アルゼンチン対トンガ 13:45 花園ラグビー場

日本対アイルランド 16:15 小笠山総合運動公園エコパスタジアム

南アフリカ対ナミビア 18:45 豊田スタジアム

9月29日(日) 12:00~20:00 プール戦
ジョージア対ウルグアイ 14:15 熊谷ラグビー場

オーストラリア対ウェールズ 16:45 東京スタジアム

10月4日(金) 17:00~21:30 プール戦 南アフリカ対イタリア 18:45 小笠山総合運動公園エコパスタジアム

10月5日(土) 12:00~22:00 プール戦

オーストラリア対ウルグアイ 14:15 大分スポーツ公園総合競技場

イングランド対アルゼンチン 17:00 東京スタジアム

日本対サモア 19:30 豊田スタジアム

【調布でのファンゾーン日程（追加日程含む）①】



日付 FZ開催時間 試合 対戦カード 試合開始時間 試合会場

10月6日(日) 12:00~20:00 プール戦
ニュージーランド対ナミビア 13:45 東京スタジアム

フランス対トンガ 16:45 熊本県民総合運動公園陸上競技場

10月11日(金) 17:30~22:00 プール戦 オーストラリア対ジョージア 19:15 小笠山総合運動公園エコパスタジアム

10月12日(土) 12:00~22:00 プール戦

ニュージーランド対イタリア 13:45 豊田スタジアム

イングランド対フランス 17:15 横浜国際総合競技場

アイルランド対サモア 19:45 東平尾公園博多の森球技場

10月13日(日) 12:00~22:00 プール戦

ナミビア対カナダ 12:15 釜石鵜住居復興スタジアム

アメリカ対トンガ 14:45 花園ラグビー場

ウェールズ対ウルグアイ 17:15 熊本県民総合運動公園陸上競技場

日本対スコットランド 19:45 横浜国際総合競技場

10月19日(土) 14:00~22:00 準々決勝 準々決勝
16:15 大分スポーツ公園総合競技場

19:15 東京スタジアム

10月20日(日) 14:00~22:00 準々決勝 準々決勝
16:15 大分スポーツ公園総合競技場

19:15 東京スタジアム

10月26日(土) 14:00~21:00 準決勝 準決勝 17:00 横浜国際総合競技場

10月27日(日) 14:00~22:00 準決勝 準決勝 18:00 横浜国際総合競技場

11月 1日(金) 14:00~22:00 3位決定戦 3位決定戦 18:00 東京スタジアム

11月 2日(土) 14:00~22:00
決勝
閉会式 決勝戦 18:00 横浜国際総合競技場

【調布でのファンゾーン日程（追加日程含む）②】
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4 ファンゾーンに関する広報協力

○ 東京都及び広報課と連携し，９月の市報でファンゾーンに関する内容を掲載予定
○ ホームページやSNSでの周知
○ ファンゾーンPRチラシ（都作成）の展開
○ ファンゾーンPRパネル（都作成）の展開
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ファンゾーン周辺イベントについて

○ ラグビーワールドカップ公認のおもてなしイベント(東京都共催)とする方向で調整中
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項目 内容

イベント名称 調布スクラムフェスティバルVol.6

主催等
主催：調布市 共催：東京都 後援：調布市教育委員会（予定）
協力：市内各関係団体

目的

ラグビーワールドカップ2019日本大会開催を契機に調布市の魅力を発信するとともに，市民に触れる機会・参
加する機会を提供することを主眼とした事業を実施し，イベントを通したまちの回遊性の向上，訪問外国人や市
内外の来場者との交流促進を目的に実施する。
また，ラグビーワールドカップ2019のレガシーを見据えるとともに，調布市基本計画に掲げる各施策の更なる推
進に向けた取組となるようオール調布体制で実施する。

コンセプト 調布の秋まつり －調布の魅力を世界に発信－

日程
ファンゾーンが開催される15日間
※ただし，パブリックビューイングが追加実施される3日程については実施しない。

開催時間
検討中
※ 開始時間についてはファンゾーンに準じる予定
※ ブースごとに展開時間に変動あり

場所 トリエＢ館（ビックカメラ）南北道路

内容

開催場所を以下のゾーンに分け，
調布の魅力発信につながるコンテンツを展開
①体験ゾーン
②出展ゾーン
③飲食ゾーン

ボランティアの活用 おもてなしボランティアが運営補助として活動予定

1 イベント概要

【概要】



2 展開範囲

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・東京都合同
おもてなしゾーン

（調布市・東京都共催）
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ラグビーワールドカップ関連情報の共有について
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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

1 交通輸送に関する主な計画
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2 ラグビーワールドカップ2019日本大会に係る地域説明会について

○ 大会開催に伴う会場内における演出やイベント等による音出し，交通規制が予定
されているとともに，大会関係車両や観客による混雑が予想される。

○ 大会開催に当たり，東京スタジアムの近隣住民や事業者の方を対象に，
地域説明会を開催

15

開催日時 2019年8月9日（金）18時00分～

開催場所 味の素スタジアム 会議室1・会議室2

説明内容（予定） (1) 大会概要
(2) 大会開催に伴うお知らせについて

説明会主催者 (公財)ラグビーワールドカップ2019組織委員会東京地域支部
東京都オリンピック・パラリンピック準備局ラグビーワールドカップ担当

その他 参加に当たっては，事前申込不要

【地域説明会の概要】



ラグビーワールドカップに向けたシティドレッシングについて
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1 現状の取組

○ のぼり旗500枚，横断幕40枚を市内各団体へ送付し，掲出を依頼
（市立各小中学校，児童館，図書館，公民館，地域福祉センター，商工会，郷土博物館，

たづくり，グリーンホール，せんがわ劇場，総合福祉センター，総合体育館，大町スポーツ施設，
基地跡地運動広場など）

○ オリジナルマンホールの設置

○ ラグビーウォールギャラリーの展開

○ グリーンホール，市庁舎前の装飾

○ 配電盤の装飾（東京都）
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取組紹介（シティドレッシング）①
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取組紹介（シティドレッシング）②
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取組紹介（シティドレッシング）③



①中央口バナー ②中央口エスカレーターガラス ③中央口階段ステップ
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2 今後の取組

○ 調布駅の装飾（予定）

○ 商店街のフラッグ掲揚

○ ラストマイル（飛田給駅・西調布駅）の装飾



ラグビーテストマッチに係るパブリックビューイングについて
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1 8月3日パブリックビューイング（報告）

項目 内容

イベント名称 リポビタンDチャレンジカップ2019パブリックビューイング 日本代表対トンガ代表戦

主催等

主催：調布市
共催：東京都
協力：調布市観光協会
協賛：大正製薬（株）

日程
2019年8月3日（土）17時から21時まで
※ 19時10分キックオフ
※ 観光フェスティバル後に開催

場所 調布駅前広場

内容
・パブリックビューイング
・トークイベント（試合前・試合中・試合後）
・リポビタンDサンプル配布

その他 当日は，10人のおもてなしボランティアが運営補助として活動

来場者数 延べ1,500人
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当日の様子
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2 9月6日パブリックビューイング

項目 内容

イベント名称
ラグビーパブリックビューイング2019 in TOKYO 日本代表 対 南アフリカ代表戦
（リポビタンDチャレンジカップ2019）

主催等
主催：東京都
協力：調布市

日程
2019年9月6日（金）17時から21時まで（予定）
※ 19時15分キックオフ（熊谷ラグビー場）

場所 調布駅前広場

入場料 無料

内容

・パブリックビューイング
・ゲストによる試合解説
・RWC2019™日本大会PR「カウンターボール」設置
・ラグビー強豪国の名物料理を揃えた飲食コーナー
・ラグビー体験コーナー 等

その他 当日は，日比谷会場でもパブリックビューイングを開催



調布スクラムフェスティバルVol.5の開催について
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項目 内容

イベント名称 調布スクラムフェスティバルVol.5

趣旨・目的
2019年9月20日に開幕するラグビーワールドカップ2019日本大会に向けて，競技会場所在市である調布市の
市民等を対象に，ラグビーへの興味関心を高め，参加者相互の交流の中でコミュニケーションが活性化することを
目的とする。

日程
2019年9月1日（日）11時から16時まで
※ 第59回調布市民体育祭開会式と同日程

会場 調布駅前広場

主催 主催：調布市／公益社団法人調布市体育協会

主管 調布市民体育祭実行委員会

協力（予定）
（株）ジェイコム東京／（株）シミズオクト／（株）ウィード／調布市ラグビーフットボール協会
調布ラグビークラブ／東芝ラグビー部／EURO SPORTS 味の素スタジアム店／横河武蔵野Artemi-Stars

ゲスト

 大野 均 選手（元日本代表／東芝ラグビー部所属）
 南 早紀 選手，村上 愛梨 選手，櫻井 綾乃 選手，津久井 萌 選手

（日本代表／横河武蔵野Artemi-Stars所属）

内容

○ステージエリア（ラグビー元日本代表によるトークショー，女子トップリーグ選手とキッズ体験ラグビー）
○ラグビー体験エリア（まちなかラグビー，ダッシュ＆トライ，キャッチ＆トライ）
○ＰＲエリア（ラガマルくんグリーティング，フォトスポットなど）
○ファンエリア（グッズ販売，ドリンク販売，キッチンカー）


