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2019年 6月 28日 

報道関係者各位 

 三井不動産株式会社 

三井不動産は、不動産開発における東京 2020 オリンピック・パラリンピックのゴールド街づくりパートナーです。 

スポーツの“ふつうじゃない”魅力を、“ふつうじゃない”方法で体験！ 

競技の楽しさやアスリートの身体能力の高さを五感で楽しむ体験型展示イベント 

「超ふつうじゃない 2020 展 by 三井不動産」 
COREDO 室町テラス：2019 年 7 月 23日(火)～8月 4日(日) 

東京ミッドタウン日比谷：2019 年 8 月 8 日(木)～8月 25 日(日) 

～いよいよ 1 年後に開催される東京 2020 オリンピック・パラリンピックの空気をお届けします！～ 
 

三井不動産株式会社（所在地：東京都中央区 代表取締役社長 菰田正信）は、「超ふつうじゃない 2020

展」を、COREDO 室町テラスで 2019 年 7 月 23 日(火)から 8 月 4 日(日)まで、東京ミッドタウン日比谷で 8

月 8 日(木)から 8 月 25 日(日)まで開催します。 

本イベントは、東京 2020 ゴールド街づくりパートナーの当社が主催し、公益財団法人東京オリンピック・

パラリンピック競技大会組織委員会（以下「東京 2020 組織委員会」）と日本航空株式会社、日本郵便株式会社

の協力のもと実施します。“世界は、こんなに、ふつうじゃない”をコンセプトに、東京 2020オリンピック・

パラリンピックの競技・種目、選手について、楽しく遊んで学べる体験型の展示イベントです。昨年の開催で

は 19日間で 25万人以上の方を動員し、大変ご好評をいただきました。 

今年は、タイトルに“超”が付いて昨年よりパワーアップした内容で開催します。陸上競技・走幅跳にチャ

レンジすると、走幅跳オリンピック最高記録（8m90cm）のすごさを噴水の飛距離で体験できる「ロングジャン

プの泉」や、巨大な管楽器型の計測器を吹くことで水泳選手の呼気流量の多さを体感できる「ジャイアントホ

ーン」、巨大な郵便ポスト型のスポーツクライミングウォールを登って投函口にカードを投函する「クライミン

グポスト」など新たな体験型展示を加えて、計１０種類の体験型展示を実施します。これまでのスポーツイベ

ントとは異なる“ふつうじゃない”やり方で、さまざまな競技の魅力やアスリートの身体能力の高さを、五感

を使って楽しむことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

「超ふつうじゃない 2020展」グラフィック広告 
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また、会場にはシンボルモニュメントとして、アスリートの巨大バルーン「ジャナイくん」を設置するほ

か、陸上競技・棒高跳のバーを使用したゲート（出入り口）、競技場の舗装素材であるタータンを使用した

装飾など、東京 2020大会をイメージした、さまざまな演出を予定しています。SNSに投稿していただいた

来場者の方などに各日先着で記念品をプレゼントします。 

なお、プレス向けイベントとして 7 月 23日（火）には、COREDO 室町テラスでオープニングイベントを

開催、8/11（日）には東京ミッドタウン日比谷で「超ふつうじゃない王 決定戦！」を開催します。「超ふ

つうじゃない王 決定戦！」の優勝者には東京 2020オリンピック・パラリンピックの競技観戦ペアチケッ

トをプレゼント。詳細については後日お知らせします。 

 

 このほか、同じく 7 月 23 日（火）から 8月 25 日（日）の期間中に、日本橋エリアにて東京 2020 大会

エンブレムや東京 2020大会ルック、アスリートの肖像を用いて大規模な装飾を繰り広げる「日本橋シテ

ィドレッシング for TOKYO 2020」（大型グラフィック等を掲出して街全体を装飾）を実施し、東京 2020

大会への気運を高めます。 

 

当社は東京 2020大会の「ゴールド街づくりパートナー」として、一足早く多くの方に東京 2020オリンピ

ック・パラリンピックを体感いただける場を設け、2020 年に向けた機運を一層高めることで、東京 2020大

会の成功に貢献してまいります。 

 

●開催概要 

イベント名 超ふつうじゃない 2020展 by 三井不動産 

開催期間 

・会場 

・COREDO 室町テラス 大屋根広場(東京都中央区日本橋室町 3-2-1） 

2019 年 7月 23日(火)～8月 4日(日)/11：00～19：00/13日間 

・東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場（東京都千代田区有楽町 1-1-2） 

2019 年 8月 8日(木)～8月 25 日(日)/11：00～19：00/18 日間 

※荒天時（雨天・強風の場合）は中止 

※7月 23 日（火）および 8月 11 日（日）はプレスイベントのため 12：00開場予定 

入場料 無料 

実施内容 
東京 2020 オリンピック・パラリンピック、およびその競技・種目、選手について、 

楽しく遊んで学べる体験型展示イベント   

展示内容 

（予定） 

・0m走 

・エクスカリバー背筋力測定 

・バレーボール自販機 

・カラテ・キャンドル 

・ウエイトリフター顔ハメ 

・ラガーマン分銅 

・ロングジャンプの泉（新規） 

・ジャイアントホーン（新規） 

・クライミングポスト（新規） 

・だれでもフェンシング（新規） 

・巨大アスリート・バルーン「ジャナイくん」（新規） 

実施体制 

（予定） 

主催：三井不動産株式会社 

協力：公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会、 

日本航空株式会社、日本郵便株式会社 
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●主な体験型展示物 

①「ロングジャンプの泉」 

走幅跳選手のジャンプ力はふつうじゃない！ 

走幅跳のオリンピック最高記録8m90cm先に水を跳ばすのが、ロングジャンプの泉。 

あなたも、白線からジャンプしてみてください。 

そして、選手がどれだけ遠くまで跳んでいるのかを体感してください。 

 

 

 

 

②「ジャイアントホーン」 

水泳選手の呼気流量はふつうじゃない！     

ジャイアントホーンは、吹く勢いで音が変化しま

す。自分と水泳選手の呼気流量の違いを体感でき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③「クライミングポスト」 

スポーツクライミング選手の登る力はふつうじゃない！ 

高さ約4mの郵便ポストの上まで登って、カードを投函しましょう。 

成功した人には記念品をプレゼント。 

大人用・子ども用に2ルートあるので、家族みんなで楽しめます。 

 

 

 

 

 

 

 

④「だれでもフェンシング」 

フェンシング選手になりきれるフォトスポット。ふつうじゃないインスタ映えをねらえます。 

 

 

 

 

 

 

 

※この他にも多数展示をご用意しております（計11種類を予定）。 

※各展示の画像はイメージです。 
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●会場アクセス 

7月23日（火）～8月4日（日）の会場 

＜COREDO室町テラス＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8月8日（木）～8月25日（日）の会場 

＜東京ミッドタウン日比谷＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

－東京メトロ銀座線・半蔵門線「三越前」駅 地下直結 

－JR 横須賀線・総武快速線「新日本橋」駅 地下直結 

－JR 中央線・山手線・京浜東北線「神田」駅（徒歩 4 分） 

－JR 各線「東京」駅（徒歩 9 分） 

 

 

 

 

－東京メトロ千代田線・日比谷線 ・都営地下鉄三田線

「日比谷」駅直結 

－東京メトロ有楽町線「有楽町」駅直結（徒歩 4 分） 

－東京メトロ丸ノ内線・日比谷線・銀座線「銀座」駅直結

（徒歩 5 分） 

－JR 山手線・京浜東北線「有楽町」駅（徒歩 5 分） 
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●会場イメージ 

 

      

 

●イベント実施状況 

期間中は下記Webサイトと公式twitterアカウントにて、随時開催状況を確認いただけます。お越しの前にご

確認ください。 

WebサイトURL：https://www.mitsuifudosan.co.jp/bethechange/other_changes/cho_futsujanai2020/ 

公式twitterアカウント: 超ふつうじゃない2020展 （@mf_fj2020） 

 

 

●その他イベント概要 

日本橋シティドレッシング for TOKYO 2020 for TOKYO 2020 

開催期間 2019 年 7月 23日（火）～8 月 25日(日) 

会場 中央通りを中心とした日本橋エリア 

実施内容（予定） 

東京 2020 大会 1年前のタイミングで、日本橋と中央通りを中心に、「FEEL 

2020」をコンセプトにして、エンブレムや大会ルック、アスリート、一般の方々

の肖像を用いた大規模な街装飾を行い、“東京 2020で盛り上がる未来スタジア

ム”を表現。東京 2020 大会への機運を高め、街に暮らす人や訪れる人、働く人

とともに気運を高め、大会の成功を応援します。 

大規模装飾演出 

実施場所（予定） 

壁面装飾 三井本館 

のれん 
日本橋三井タワー、COREDO 室町１、COREDO 室町２、 

COREDO 室町３、COREDO 室町テラス 

ガラス面装飾 COREDO 室町１、COREDO 室町３、COREDO 室町テラス 

柱巻き 
日本橋三井タワー、COREDO 室町１、COREDO 室町３、 

COREDO 室町テラス、COREDO 日本橋 

壁面バナー 
日本橋三井タワー、COREDO室町１、COREDO室町２、 

COREDO室町３、COREDO室町テラス、COREDO日本橋 

デジタル 

サイネージ 

江戸桜地下歩道 

日本橋三井タワー、COREDO 室町１、COREDO 室町２、 

COREDO 室町３、COREDO 室町テラス、COREDO 日本橋 

街灯フラッグ 中央通り（日本橋室町４丁目から京橋３丁目） 

街灯ラッピング 中央通り（日本橋室町３丁目から日本橋１丁目） 

ライトアップ 三井本館、日本橋三井タワー 

https://www.mitsuifudosan.co.jp/bethechange/other_changes/cho_futsujanai2020/
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実施体制（予定） 

主催 三井不動産株式会社 

共催 
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組

織委員会 

後援 

東京都/中央区/公益財団法人日本オリンピック委員会 

（JOC）/公益財団法人日本障がい者スポーツ協会 日本パラ

リンピック委員会（JPC） 

協力 

株式会社朝日新聞社/味の素株式会社/シスコシステムズ合同

会社/東京海上日動火災保険株式会社/東京ガス株式会社/野

村ホールディングス株式会社/久光製薬株式会社/株式会社三

井住友銀行/株式会社 明治  

※2019年6月28日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

●三井不動産の「スポーツの力」を活用した街づくりの考え方 

スポーツには「する」「観る」「支える」などの活動を通じて、暮らす人々や働く人々、憩う人々の心身

を健康にするだけでなく、新しいつながりを生みだし、コミュニティを活性化する力があります。当社

は、スポーツを経年優化の魅力的な街をつくる上で重要な要素と捉え、「スポーツの力」を活用した街づ

くりを推進していきます。 

また、当社は東京 2020 ゴールド街づくりパートナーとして、「BE THE CHANGE さぁ、街から世界を変

えよう。」というスローガンを掲げ、「発信する」「つなぐ」「受け入れる」というテーマのもと、自らが変

化となり、街づくりを起点に、人や地域や社会にいい変化をつくりだし、変えていくことを目指していき

ます。 

 

 
●三井不動産の 2020年に向けたスローガン 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

一人ひとりが変化そのものになろうという意味の「BE THE CHANGE」

のロゴは、世界を変える「風」をモチーフにデザインされました。

三井不動産のコーポレートカラーの二色で塗り分けられたエレメ

ントは、「風に乗って飛び立つ鳥」をイメージしています。2020 年

とその先に向けて「人が変われば、世界は変わる」という思いから、

掲げたスローガンです。 

キービジュアル 

※画像はイメージです。 

コレド室町テラス中央通り沿いガラス面装飾 
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●「スポーツの力」を活用した街づくりにおけるプロジェクト開催実績 

プロジェクト一覧 

2015 年 10 月 日本橋シティドレッシング for TOKYO 2020 

（日本橋エリア） 

2016 年 

 

1～3 月 三井不動産 Ice Rink in Tokyo Midtown 

（東京ミッドタウン） 

4 月 三井不動産スポーツアカデミー for TOKYO 2020 

[開校式＆第 1 回/体操アカデミー・ウィルチェアーラグビーアカデミー] 

（日本橋三井ホール） 

8 月 三井不動産スポーツアカデミー for TOKYO 2020 

[第 2 回/バドミントンアカデミー] 

（三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲） 

8 月 三井不動産 Presents 六本木シティドレッシング for TOKYO 2020 

（東京ミッドタウン） 

8 月 Challenge Park by 三井不動産 

（三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲） 

9 月 日本橋シティドレッシング for TOKYO 2020 for TOKYO 2020 

             （日本橋エリア） 

10 月 三井不動産スポーツアカデミー for TOKYO 2020 

[第 3 回/クライミングアカデミー]      

（日本橋三井ホール） 

11 月 三井不動産スポーツアカデミー for TOKYO 2020 

[第 4 回/体操アカデミー]  

（品川区立御殿山小学校） 

11 月 三井不動産スポーツアカデミー for TOKYO 2020 

[第 5 回/陸上アカデミー]  

（中央区立豊海小学校） 

11 月 三井不動産チャレンジスタジアム～for TOKYO 2020 パラリンピック応援イベント～ 

（三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲） 

2017 年 1～3 月 三井不動産アイスリンク for TOKYO 2020 

（東京ミッドタウン） 

1・2 月 三井不動産スポーツアカデミー for TOKYO 2020 

[第 6 回/アイススケートアカデミー] 

（東京ミッドタウン） 

5 月 三井不動産クライミングパーク for TOKYO 2020 

（三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲） 

5 月 三井不動産スポーツアカデミー for TOKYO 2020 

[第 7 回/クライミングアカデミー]   

（三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲） 

7 月 三井不動産スポーツアカデミー for TOKYO 2020 

[第 8 回/ウィルチェアーラグビーアカデミー] 

（中央区立城東小学校） 

7 月 三井不動産スポーツアカデミー for TOKYO 2020 

[第 9 回/体操アカデミー]  

（品川区立日野学園） 

8 月 三井不動産スポーツアカデミー for TOKYO 2020 

[第 10 回/バスケットボールアカデミー] 

（片柳アリーナ） 

8 月 かわさき PARA フェス 2017 夏 Powered by PARA★DO ! 

（ラゾーナ川崎プラザ ルーファ広場） 

9 月 三井不動産スポーツアカデミー for TOKYO 2020 

[第 11 回/サッカーアカデミー × 株式会社 明治 Presents 食育セミナー]  

（MIFA Football Park 豊洲） 

10 月 日本橋シティドレッシング for TOKYO 2020 for TOKYO 2020 

（日本橋エリア） 

10 月 日本橋シティドレッシング for TOKYO 2020 meets オリンピックコンサート 

（日本橋三井ホール） 

10～11 月 『三井のオフィス』スポーツフェス for TOKYO 2020～FUTSAL CUP 2017～           

（豊洲テントドーム） 

12 月 三井不動産スポーツアカデミー for TOKYO 2020 

[第 12 回/アイススケートアカデミー] 

「三井不動産 SPORTS LINK CITY FUN-TE!」アイスリンク仙台 
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2018 年 1～3 月 三井不動産アイスリンク for TOKYO 2020 

（東京ミッドタウン） 

2 月 三井不動産スポーツアカデミー for TOKYO 2020 

[第 13 回/アイススケートアカデミー] 

       （東京ミッドタウン） 

6 月 『三井のオフィス』スポーツフェス for TOKYO 2020「3×3CUP」 

（豊洲テントドーム） 

8 月 ふつうじゃない 2020 展 by 三井不動産 

（東京ミッドタウン日比谷） 

8 月 東京 2020 Let’s 55 with 三井不動産 

（三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲） 

8 月 三井不動産スポーツアカデミー for TOKYO 2020 

[第 14 回/卓球アカデミー]   

（三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲） 

10～11 月 『三井のオフィス』スポーツフェス for TOKYO 2020「FUTSAL CUP」 

（豊洲テントドーム）  

12 月 三井不動産スポーツアカデミー for TOKYO 2020 

[第 15回/テニスアカデミー] 

（吉田記念テニス研修センター） 

2019 年 3 月 日本橋 meets オリンピックコンサート 

（日本橋三井ホール） 

3 月 TRY!TOKYO 2020 

（霞が関ビルディング、新宿三井ビルディング） 

3 月 東京 2020 オリンピック 500日前 スポーツピクトグラム PRイベント&英語で選手村を学ぼ

う 

（HARUMI FLAG） 

5 月 東京 2020 Let’s 55 ～レッツゴーゴー～ with 三井不動産 

（三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲） 

5 月 三井不動産スポーツアカデミー for TOKYO 2020 

[第 16回/バスケットボールアカデミー] 

（三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲） 

6 月 『三井のオフィス』スポーツフェス for TOKYO 2020「3ｘ3CUP」 

（豊洲テントドーム） 

6 月 野老朝雄氏によるデザイントーク「個と群と律～紋と文様の話～」 

（室町三井ホール） 

 ※青字は東京 2020公認プログラムです。   

  

 

 

 

 

 

 


