報道関係者各位
2016 年 7 月 11 日
日本郵便株式会社
ＪＰビルマネジメント株式会社
ＪＰタワー商業施設「ＫＩＴＴＥ」に大相撲の土俵が登場！見て触って相撲を体感できる夏イベント

「はっきよいＫＩＴＴＥ」イベント詳細
8 月 11 日（木・祝）〜28 日（日）
最終日の 28 日（日）の東京巡業「大相撲ＫＩＴＴＥ場所」の詳細も決定
日本郵便株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長 横山 邦男）とＪＰビルマネジメント株式会
社（東京都千代田区、代表取締役社長 野村 洋）は、ＪＰタワー商業施設「ＫＩＴＴＥ」（キッテ）
において2016年8月11日（木・祝）から28日（日）まで開催する、日本の国技とされる相撲の魅力を体
感できる夏イベント「はっきよいＫＩＴＴＥ」の詳細を決定しましたので、お知らせします。
本イベントは、
「Ｆｅｅｌ ＪＡＰＡＮ」をコンセプトとし、丸の内エリアのオフィスワーカーや東
京近郊からのご来館者はもとより、夏休み中の親子連れや遠方地域・海外からのお客さまが多く訪れ
るＫＩＴＴＥにて、相撲を身近に感じていただける夏イベントです。
期間中、ＫＩＴＴＥの1Fアトリウムでは相撲を見て触って
体感できる「大すもう展2016」を開催します。
また、アトリウム中央には本物の土俵を設置し、子どもたち
が親方に挑戦する「ちびっこ相撲ＫＩＴＴＥ場所」を実施する
ほか、最終日には横綱をはじめとする全幕内力士による取組や
髪結い、綱締めなどを観覧することのできる「大相撲ＫＩＴＴ
Ｅ場所」を開催します。
さらに、親方や特別ゲストが登場する初日イベントや、親子
で楽しめる相撲に関するワークショップ、スタンプラリーのほ
か、オリジナル商品の販売などを行います。

「大すもう展 2016」イメージ

訪れるお客さまと、日本の古き良きものや新しいものとの出会いをつなぐＫＩＴＴＥにて行われる、
夏イベント「はっきよいＫＩＴＴＥ」にご期待ください（イベント詳細は別紙参照。
）。

昨年の「大相撲ＫＩＴＴＥ場所」

力士の重さ

ご飯の量

昨年の「大すもう展」

＜本件に関する報道関係の方のお問い合わせ先＞
ＫＩＴＴＥ PR事務局 （平日9:30〜18:00） TEL: 03-4376-6910 ／ FAX: 03-3222-0292
＜本件に関する一般の方のお問い合わせ先＞
はっきよいＫＩＴＴＥ事務局 TEL: 080-5516-1752 （平日 10:00〜17:00）
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「はっきよいＫＩＴＴＥ」 イベント開催概要
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2016 年 8 月 11 日（木・祝）〜28 日（日）
ＫＩＴＴＥ 1F アトリウムほか館内各所
日本郵便株式会社、ＪＰビルマネジメント株式会社
http://jptower-kitte.jp/sumo
※イベント詳細につきましては、随時特設 Web ページにて
お知らせします。
「はっきよいＫＩＴＴＥ」
キービジュアル

≪イベント一覧≫
開催場所

ＫＩＴＴＥ 1F アトリウム

ＫＩＴＴＥ 館内各所

イベント名

開催日程

観覧無料。

はっきよいＫＩＴＴＥ土俵開き

8 月11 日（木・祝）

大すもう展 2016

8 月11 日（木・祝）〜27 日（土） 体験・観覧無料。

はっきよい紙ずもうワークショップ

8 月16 日（火）〜18 日（木）

参加無料（要当日申込み）
。

つっぱりスタンプラリー

8 月19 日（金）〜23 日（火）

参加無料。

大相撲ＫＩＴＴＥ場所

8 月28 日（日）

ＫＩＴＴＥ 1F アトリウム

ＫＩＴＴＥ 各店舗

観覧方法等

1F は「1 階座席券」
、
2F は「2 階観覧券」が必要。

ちびっこ相撲ＫＩＴＴＥ場所

8 月20 日（土）

オリジナル商品の販売

8 月11 日（木・祝）〜

観覧無料（参加は不可）
。
有料。価格は各店舗による。
商品がなくなり次第終了。

※イベント内容は予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※大相撲ＫＩＴＴＥ場所の「1 階座席券」及び「2 階観覧券」の入手方法は、次ページのイベント内容をご覧ください。

≪イベント内容≫

■はっきよいＫＩＴＴＥ土俵開き
［8 月 11 日（木・祝）10:00〜10:50（予定）］
「はっきよいＫＩＴＴＥ」の開催に当たり、振分親方（元高見盛関）や特別ゲストの方が登場し、
相撲の魅力や、
「はっきよいＫＩＴＴＥ」についてのトークショーを行います。

■大すもう展 2016
[8 月 11 日（木・祝）〜27 日（土）11:00〜21:00（予定）］
力士になりきることのできる「すもう撮りカメラ」や、四股パワーを測定し番付検定をする「チャ
レンジ！四股力測定」など、大相撲に関するトリビアやデータを全身で体感できる展示を行います。
＜一例＞ ・すもう撮りカメラ
・チャレンジ！四股力測定
・力士の重さ
・力士の食事の量

すもう撮りカメライメージ
自分の姿が力士に。四股名付きのポストカードがもらえます。

チャレンジ！四股力測定イメージ
足を上げ、四股を踏むと四股パワーが測定されます。

■はっきよい紙ずもうワークショップ
［8 月 16 日（火）〜18 日（木）12:00〜17:00（予定）※最終受付 16:30］（30 分ごと・1 日 10 回）
世界に 1 つだけの「オリジナル紙ずもうハガキ」を作成する工作教室を開催します。
できあがった紙ずもうは対決して楽しめるほか、ハガキとしてお送りいただけます。
＜対 象＞ 幼児・小学生・中学生
＜参加費＞ 無料
＜申込み＞ 11:30 から時間帯別に、当日整理券を配布
※本イベントは「丸の内キッズジャンボリー2016」
（東京国際フォーラム主催：http://www.tif-kids.jp/2016/）との連携企画です。

■つっぱりスタンプラリー（「大相撲ＫＩＴＴＥ場所」2 階観覧券抽選）
［8 月 19 日（金）〜23 日（火）12:00〜18:00（予定）］
各階に設置した手形スタンプを集めるスタンプラリー。スタンプを全て集めて、スタンプ台紙を
ゴールに持ってくると、
「大相撲ＫＩＴＴＥ場所」の「2 階観覧券」が当たる抽選に参加できます。

■大相撲ＫＩＴＴＥ場所
［8 月 28 日（日）12:00〜16:30（予定）
］
横綱をはじめとする現役幕内力士が登場し、横綱の土俵入りや綱締め、迫力ある取組を間近で観覧
いただけます。その他にも相撲甚句や髪結い、ちびっこ相撲、力士トークショーなど盛り沢山の
内容を披露し、丸の内にいながら両国国技館さながらに相撲の魅力を肌で感じていただけます。
※1F 観覧席での観覧には「1 階座席券」
、2F 観覧エリアでの観覧には「2 階観覧券」がそれぞれ必要となります。
「1 階座席
券」は 下記の抽選会で当選された方にお渡しします。
「2 階観覧券」は「つっぱりスタンプラリー」での抽選に当選され
た方にお渡しします。
（いずれの券も販売は行いません。
）
※「1 階座席券」又は「2 階観覧券」をお持ちでない場合も、3〜5F から立見による自由観覧が可能です。

【内容（予定）
】
第 1 部 ［12:00〜14:00］

第 2 部 ［14:30〜16:30］

力士トークショー
ちびっこ相撲
相撲甚句
髪結い
初切
三段目トーナメント
幕下トーナメント

（幕内力士 2 名）
（幕内力士 3 名）
（力士 5 名）
（幕内力士 2 名、床山 2 名）
（力士 2 名）
（三段目力士 16 名）
（幕下力士 8 名）

綱締め
幕内土俵入り
横綱土俵入り
取組

（横綱 1 名、綱締め力士）
（幕内力士）
（横綱 3 名）
（幕内力士）

【抽選会「はっきよいＫＩＴＴＥすもうくじ」】
8 月 19 日（金）から 23 日（火）の期間中、
「大相撲ＫＩＴＴＥ場所」の「1 階座席券」や「はっき
よいＫＩＴＴＥオリジナルグッズ」が当たる抽選会を実施します。
＜対
象＞ ＫＩＴＴＥ館内で 3,000 円（税込）以上お買い上げいただき、レシート（8 月 1 日（月）
〜23 日（火）の期間内のものが有効、合算可。
）を持参いただいた方
＜抽選日時＞ 8 月 19 日（金）〜23 日（火）12:00〜18:00 （予定）
＜抽選場所＞ 1F アトリウム
＜賞
品＞ ・「大相撲ＫＩＴＴＥ場所」 1 階座席券 150 組 300 名
※内訳：第 1 部（75 組 150 名）
、第 2 部（75 組 150 名）
・
「はっきよいＫＩＴＴＥオリジナルグッズ」 ※数に限りがあります。

■ちびっこ相撲ＫＩＴＴＥ場所
［8 月 20 日（土）13:00〜14:00（予定）
］
子どもたちと振分親方、現役力士との楽しく元気な稽古風景を観覧い
ただけます。
昨年の「ちびっこ相撲ＫＩＴＴＥ場所」

■オリジナル商品の販売
［8 月 11 日（木・祝）〜］
ＫＩＴＴＥ館内の各店舗にて「はっきよいＫＩＴＴＥ」限定のオ
リジナル商品や相撲関連グッズを販売します。
※各店舗とも商品がなくなり次第終了となります。

昨年のオリジナル商品の一例

