特集

前!!
開幕直

ラグビーワールドカップ2019 TM特集

アジアで初めての開催となる「ラグビーワールドカップ
2019 TM 日本大会」が、9月20日から11月2日にかけて開
催されます。全国各地 12 会場で熱戦が繰り広げられ、こ
こ福岡でも3 試合が行われます。
観戦に来られる方は、初めて九州・福岡を訪れる外国
人、特に欧米豪の方が多いと予想されています。
この機会に福岡・九州を楽しんでいただき、良いイ
メージを持ってもらえるよう、最大限の「おもてなし」を発

揮し、この後のリピーター化や口コミ（SNS 発信）等での
インバウンド拡大に繋がるよう、取り組んでまいりましょ
う。そして、“4 年に一度じゃない。一生に一度だ。” の
キャッチフレーズどおり、街をあげて世界のビッグイベン
トを楽しみましょう。
直前となった今月号では、当所における機運醸成の取
り組みや、開催期間中の福岡市内の関連イベント（福岡
おもてなしプロジェクト）をまとめてご紹介いたします。

ラグビーワールドカップ2019TM日本大会について
ラグビーワールドカップとは、4 年に 1 度開催される「ラグビー世界一決定戦」であり、
「世界三大スポーツ大会」の1つといわれる大会で、とても大きな国際スポーツイベントで
す。予選 40 試合、決勝トーナメント8 試合の計48 試合が行われ、優勝チームには、ラグ
ビーワールドカップの優勝トロフィーである「ウェブ・エリス・カップ」が贈られます。
ラグビーワールドカップ 2019 TM 日本大会は、アジアで開催される「初」のラグビーワール
ドカップであり、ヨーロッパや南半球のラグビー伝統国以外で開催される「初」のラグビー
ワールドカップです。

大会公式マスコット

レンジー

◆参加チーム数及び対戦形式
大会への参加チームは 20 チームで、5 チームごとに 4つの予選グループに分かれて総当たり戦を行い、各グループ
の上位 2チームが決勝トーナメントに進出し、優勝を決めるという試合形式で大会が行われます。

各プール上位 2チームが決勝トーナメントに進出し優勝を決める
前回の 2015 年イングランド大会では、一躍有名になった五郎丸選手等の活躍で、日本代表は予選グループ（プー
ル）で 3 勝 1 敗と好成績を残しましたが、残念ながら決勝トーナメントに進むことはできませんでした。
過去の大会で 3 勝して決勝トーナメントに進めなかったのは初めてのことでした。

ラグビーワールドカップ福岡開催について
試合は、全国 12 の開催都市で行われ、福岡では、
東平尾公園博多の森球技場（レベルファイブスタジアム）
で開催されます。
東平尾公園博多の森球技場は球技専用のスタジアム
のため、グラウンドと観客席が非常に近くて観戦しやす
く、声援が選手に届き、選手たちのぶつかりあう重たい
音やスピード感など、迫力あるプレーで盛り上がります。
また、福岡の他に、九州では熊本と大分も試合会場
になっています。
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＜福岡での試合日程＞
2019 年

9 月 26 日（木）16：45

イタリア
2019 年 10 月
フランス

V

カナダ

2 日（水）16：45
V

アメリカ

2019 年 10 月 12 日（土）19：45
アイルランド

V

サモア

ラグビーワールドカップ2019TM日本大会の意義
ラグビーワールドカップは大会期間が長いため、観戦
客の滞在日数も長いことが特徴です。

などいろいろな場所を訪れることが想定されます。
ちなみに、ラグビーファンは、ビールの消費量が非常

また、海外からの観戦客は、比較的富裕層が多く、
特に通常は少ないヨーロッパや南半球からの観戦客が多
く見込まれており、大会を目的にした訪日外国人客は推

に多く、試合観戦中はもちろんのこと、滞在期間中は深
夜までバーやパブでビールを片手にラグビー談義を繰り返
します。

定40万人と言われています。
これらの観戦客は、試合が開催されるスタジアムはも
ちろんですが、ラグビーの試合を大型モニターで見ること

これらのことから、ラグビーワールドカップを開催する
ことで、試合観戦だけではなく、試合が無い日は観光を
するなど、国内に高い経済効果をもたらすとされており、

ができたり、ラグビーを体験できるアトラクションがあっ
たり、飲食をすることができたりするファンゾーンというイ
ベント会場や街中の居酒屋やバー、または周辺の観光地

訪日外国人客による経済波及効果は、推定 1,057 億円と
言われています。

◆ラグビー観戦旅行者の特徴
・観光客の滞在日数が長い

※平均 10～14日

・ヨーロッパや南半球の富裕層が多い

訪日外国人客：40万人

経済波及効果：1,057億円 ※全体は、4,372億円

公益財団法人 日本ラグビーフットボール協会

森会長からのメッセージ

きたる9月20日、いよいよラグビーワールドカップが開幕し、全国 12 都市の
スタジアムで世界最高峰のプレーが繰り広げられます。
私自身、自分がしたことによって“人から喜ばれること”の尊さをラグビーから
学びました。
今回の開催を機にぜひ、日本全国の皆様にラグビーファンになっていただき、
より多くの人に“自己犠牲で仲間を助け合うラグビー精神”が浸透することでま
すます日本が素晴らしい国になることと信じています。
公益財団法人
日本ラグビーフットボール協会

森 重隆 会長
株式会社森硝子店
代表取締役社長

福岡会場（東平尾公園博多の森球技場）で行われる3 試合いずれも好カード
です。ぜひとも、会場へ足を運んでいただき選手の声やぶつかり合う迫力と感
動を味わってください！
たくましく輝かしいラグビー選手を見て、
「僕も日本代表になりたい」と思う子
どもたちが増え、数十年後にまた日本、そして福岡でラグビーワールドカップ
が開催できるような文化を根付かせていきましょう！
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ファンゾーンについて
ファンゾーンとは、ラグビーワールドカップ 2019 の大
会期間中に、開催都市に設置され、大型スクリーンによ
TM

るパブリックビューイングや、飲食ブース、スポンサー
企業によるプロモーション活動、ラグビーの普及活動等
が行われるイベントスペースのことです。事前予約・チ

ラグビーワールドカップ 2019 TM
ファンゾーン in 福岡
【場
【日

ケットなどは必要なく、無料で楽しむことができます。福
岡では右記の通り開催予定です。

所】JR 博多駅前広場
程】9/20（金）
～ 9/22（日）
9/26（木）～ 9/28（土）
10/ 2（水）～ 10/5（土）
10/12（土）
～ 10/13（日）
※ 福岡会場での試合は 9/26、10/2、10/12
※ ファンゾーンの非開催日にも同会場にて
別イベントを開催予定

【料

金】無料

決勝トーナメントは下記場所にてパブリックビューイングを
開催予定

＜会場イメージ図＞

■準々決勝・準決勝：天神中央公園西中洲エリア
（準々決勝は日本代表が進出した場合、その試合を予定）
■決勝：福岡市役所西側ふれあい広場

九州一体となった「祭りアイランド九州」
「九州・火の国元気まつり」を開催
九州商工会議所連合会では、ラグビーワールドカップ 2019 TM 開催をインバウンド拡大の好機と捉えて、大会期間中の
9月28日・29日の2日間、熊本市で九州沖縄の約 40 の祭りが集結する「祭りアイランド九州」と九州・沖縄の観光物産
展「九州・火の国元気まつり」を開催します。また大会期間中に九州各地で行われる祭りを紹介し、観戦客の周遊を促す
取り組みも行っています。
国内外からの観戦客の皆様に九州の魅力を存分に楽しんでいただければと思っています。
また、この事業は、九州・沖縄の元気を発信し、熊本地震からの復興のPRも目的としています。
詳しくは 「祭りアイランド九州」で検索 https://matsuri.welcomekyushu.jp/

06

2019 SEPTEMBER ︱ 福岡商工会議所 NEWS

福岡商工会議所のおもてなしの取り組みについて
９月に入り大会開催直前、街中の盛り上がりも高まってまいりました。そこで、福岡商工会議所では、その盛り上がり
を一層 “熱い”ものにしようと、3つの取り組みを実施しています。

取り組み①

飲食店向け外国人への接客対応 HOW TO 動画の配信

ラグビーワールドカップ大会期間中には、
国内外、特に欧米豪より多くの観戦客が福

【動画の内容】
レッスン1：英語看板・メニューの設置
レッスン2：接客対応について

岡に集まります。そこで、欧米豪のお客様
に対しての苦手意識を少しでもなくすための
誘 客 ・ 接 客 の 仕 方を説 明した接 客 対 応

レッスン3：食材表示等について

HOW TO 動画を配信しています。大会前ま
でに本動画を見て取り組んでみてください！

取り組み②

FUKUOKA KICKOFF MAPの作成

いよいよ開幕！生ビー
ルをバッチリ用意して
博多の旨いもんと一緒
に海外から来るお客様
ももてなしていきたいと
思います。ラグビーワ
ルドカップ 2019 TM をみ
んなで盛り上げていき 博多海鮮処 まんぷく屋
店主 鶴丸 正人さん
ましょう！

当所では、“福岡ラグビーを盛り上げる〔おもてなし〕
がギュッと詰まった！『FUKUOKA KICKOFF MAP（フク
オカ キックオフ マップ）』” を制作しました。期間中、
福岡市内を回遊するひとつのガイドツールとして、国内
外からの観戦客の皆様にこのマップを利用して福岡を
楽しんでいただければと思っています。
【言

語】3ヵ国語対応（日・英・仏）※フランス語は Web 版のみ

【部

数】80,000 部

【内

容】人・飲食店双方を盛り上げ地域活性化に繋げる
“おもてなし” ガイドマップ。約 35 店舗掲載。

【配布場所】福岡市内ホテルやタクシー会社、福岡市役所、観光案内所、
福岡空港、博多駅

ほか

【利用期間】9/1（日）～11/4（月・休）
Web サイトでもご覧いただけます。
（スマホ対応）

取り組み③ 「ラグビー応援ポロシャツ」着用プロジェクト
ラグビーワールドカップ 2019TM を盛り上げるため、当所会員を中心とした企業・団体の職員および、当所職員など
が一斉に、大会 PRイベントなどでラグビー応援ポロシャツを着用し、機運醸成を図ります。
【福岡開催１ヵ月前大会ＰＲキャンペーン】

【「ラグビー応援ポロシャツ」デザインイメージ】

全3色（ネイビー、グリーン、ブルー）
【日

時】8月26日（月）8：30～9：00

【着 用 期 間】8月～10月

【場

所】西鉄福岡（天神）駅北口改札外コンコースおよび周辺

【一斉着用日】福岡で試合が行われる当日は、一斉着用します

【内

容】福岡開催推進委員会と福岡商工会議所の職員がラグビー
応援ポロシャツを着用し、チラシ等を配布して大会をＰＲ

1 9月26日（木） 2 10月2日（水）
3 10月12日（土）
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開催期間中のイベント案内
◆「博多伝統芸能館特別公演イベント」
「博多伝統芸能館」では、ラグビーワールドカップ 2019TM 開催期間中、海外からの観戦客が短時間で博多の伝統芸
能を楽しめる特別プログラムを用意しています。
【場
【日

所】博多伝統芸能館
程】10月3日（木）～6日（日）、10日（木）
、
11日（金）、13日（日）、14日（月・祝）
【時 間】15：00～、15：30～、16：00～、16：30～
【内 容】博多芸妓をはじめとする博多伝統芸能団体
による公演
【参加費】1,000 円（税込）※ポストカードのお土産つき

イベントイメージ

博多旧市街３館スタンプラリー
博多旧市街エリア内観光施設が指定するイベントに参加・観覧するとオリジナルグッズプレゼント。
【日

程】10月3日（木）～14日（月・祝）

1「博多町家」ふるさと館
【イベント内容】
❶展示棟企画展「日本一の山を目指して～明治博多町人、
富士登山の顛末～」
❷伝統工芸の実演、絵付け体験
【料 金】展示棟の入館料 200 円。絵付け体験する場合
は別途 1,500 円（材料費）

2 はかた伝統工芸館
【イベント内容】
❶博多織伝統工芸師展 10月3日（木）
～10月8日（火）10：00～18：00
～10月22日（火・祝）10：00～18：00
❷新作博多人形展 in HAKATA 10月10日（木）
【料 金】無料
3 博多伝統芸能館
【イベント内容】
博多芸妓・博多独楽など、博多伝統芸能の公演を開催。
（イベント詳細は上記をご参照ください）

◆「博多旧市街フェスティバル」
ラグビーワールドカップ 2019 TM 開催期間中の10月1・2 週目に、市民および観戦旅行者に向けたおもてなしとして、
博多旧市街において多数イベントを展開します。
博多旧市街の歴史・伝統・文化に最先端のエンタメ技法をMIXした新旧フュージョンにより、五感で博多旧市街の
魅力を満喫できるお祭りです。

まことの花 ～町家で楽しむ日本の伝統美～

NEW

ライトアップウォークの期間中、
「博多町家」ふるさと館・町家棟は、伝統工芸やいけばな、能楽など、多彩な日本の伝統美を味わえる空間に
なります。
【日 程】10月11日（金）～14日（月・祝）
❸ORIGAMI（折り紙）ワークショップ（材料費 300 円）
❶いけばな
10月12日（土）13：00～16：00
博多の伝統工芸品、博多織や博多曲物などを組み合わせた、いけばなを展示。
❹秋の香袋ワークショップ（材料費 1,500 円）
10月11日（金）
～14日（月・祝）10：00～21：00（初日のみ18：00～）
10月13日（日）13：00～16：00
❷能楽ワークショップ
10月11日（金）
～13日（日）18：00～21：00
【場 所】
「博多町家」ふるさと館・町家棟
【料 金】❶、
❷は無料、❸、❹は上記材料費のみ

博多旧市街ライトアップウォーク2019
櫛田神社や承天寺など 12の寺社のほか、博多千年門などを幻想的なライティングで彩る。
櫛田神社はプレミアムゾーンとして、光と音の演出が得意なNAKED 社による黒田節をテーマとしたオリジナルショーや、空間演出も実施。
【日

程】10月11日（金）～14日（月・祝）
※各日ともに18：00～21：00 ※雨天決行
【場 所】
（無）印は無料ゾーン
❶冷 泉 エ リ ア：櫛田神社（無※一部）、龍宮寺、
「博多町家」ふるさと館（無）、はかた伝統工芸館（無）
❷御供所エリア：承天寺
（本堂は有料、
仏殿は無料）
、
承天寺通り、東長寺、妙楽寺、円覚寺、博多千年門（無）
❸呉服町エリア：善導寺、正定寺（無）
、海元寺、一行寺（無）、妙典寺、本岳寺、葛城地蔵尊（無）
【料 金】当日1,500 円（税込）、前売 1,000 円（税込）
※中学生以下無料 ※その他 e チケットや数量限定のエクスプレスパス、団体割チケットあり
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イメージ

NINJA PROJECT（忍者プロジェクト）

NEW

日本忍者協議会とavex が推進する世界初の忍者エンタテインメントショー。
武術をベースとしたアクロバット「トリッキング」に、音楽・ダンスを組み合わせて実施。
【日

程】10月3日（木）～5日（土）
（時 間）10月3日（木）15：00～、17：30～
10月4日（金）13：00～、15：00～、17：00～
10月5 日（土）11：00～、13：00～、16： 30～
※各回 30 分程度
※忍者プロジェクトのパフォーマンスは、各回で博多旧市街フェスティバルの告知後に
行います。
【場 所】キャナルシティ博多 B1 階サンプラザステージ
【料 金】無料

イメージ

博多旧市街まるごとミュージアム2019
ライトアップウォークとの同時開催により、ライトに彩られた歴史ある寺社に、屋外ならではの巨大な作品などの多彩なアート作品を展示。
光とアートの共演による新たな旧市街の姿が楽しめます。
【日

程】10月11日（金）～14日（月・祝） ※各日ともに10：00～21：00（雨天決行）

【場

所】東長寺、承天寺（仏殿）、妙楽寺、善導寺、龍宮寺

【料

金】18 時まで無料
※18 時以降は一部展示会場を除き、ライトアップウォークのチケットが必要（別売）
イメージ

博多川スカイランタン

川端夜祭

NEW

参加者が願いを書いたLEDランタン 200 個を空中に浮かべ、光
の祝祭空間を作ります。
【日
【場
【料

川端通商店街を舞台に店舗の営業時間を延長し、夜間のショッ
ピングや食事やビールを楽しむストリートバル、臨時出展マル
シェ、音楽ライブなどのステージイベントを開催します。
【日
【場
【主

程】10月4日（金）18：00～22：00
所】
（ランタン作成）冷泉公園、
（ランタン提出）博多川沿い
金】500 円／個

程】10月４日（金）17：00～21：00
所】川端通商店街
催】上川端商店街振興組合、川端中央商店街振興組合

◆「Food EXPO Kyushu2019『九州うまいもの大食堂』」
（表紙裏の案内もご参照ください）
10 月 12 日～14 日の 3 日間 、 天神中央 公園で開 催する「 F o o d E X P O
Kyushu2019『九州うまいもの大食堂』」
（約 50 店舗出店）では、ラグビーワー
ルドカップ 2019 TM の観戦で来福した海外のお客様に九州の食を楽しんでいた
だけるように、キャッシュレス対応や多言語標記のメニューの準備、欧米豪の
お客様向けの新メニューの開発など、インバウンド対応の「おもてなし」に取り
組みます。このほか会場では、ラグビー体験コーナーを設けてラグビーワール
ドカップ 2019TM 日本大会をみんなで盛り上げてまいります。
【日

程】10月12日（土）～14日（月・祝）【場

所】天神中央公園 【料

金】入場無料

博多旧市街フェスティバルに関するお問い合わせ／福岡市 地域観光推進課

TEL 092-711-4984

当所ラグビー特設ページはこちら！
https://www.fukunet.or.jp/area/2019_rugby/

ラグビーワールドカップ開催期間中のイベントカレンダーはこちら！
https://www.welcome-fukuoka.or.jp/info/2953.html

本記事全般に対するお問い合わせ／福岡商工会議所

地域振興グループ

TEL 092-441-1118
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