横 浜 市 記 者 発 表 資 料

平成 29 年 10 月 20 日
市民局ﾗｸﾞﾋﾞｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ･
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進課

11 月４日(土) ラグビー日本代表 vs オーストラリア代表戦 応援!!

第５弾

ラグビー日本代表 VS オーストラリア代表戦
コラボ メガシウマイ弁当発売！

ラグビー日本代表 対 オーストラリア代表戦に向け、株式会社崎陽軒と公益財団法人日本ラグ
ビーフットボール協会、株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、神奈川県、横浜市の５者のコラボレーション
企画として期間限定で「ラグビー日本代表 VS オーストラリア代表コラボ メガシウマイ弁当」を
販売いたします。
本企画は神奈川・横浜からラグビーを盛り上げていこうという想いが５者で重なり、実現した
企画です。本日発売される「横浜ウォーカー11 月号」
（発行：株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ）にもメ
ガシウマイ弁当の特集が組まれています。
本市としては、代表戦をラグビーワールドカップ 2019™に向けた今年度最大の機運醸成イベン
トとして盛り上げるべく横浜を代表する商品を通じて、代表戦をＰＲするとともに、横浜のシテ
ィプロモーションにつなげます。
この機会に「メガシウマイ弁当」を召し上がっていただき、11 月４日（土）に日産スタジアム
で開催される「ラグビー日本代表 VS オーストラリア代表」の試合を一緒に応援しましょう！！
１ 名称
ラグビー日本代表 VS ラグビーオーストラリア代表戦コラボ メガシウマイ弁当
２ 価格
税込 1,250 円
３ 販売期間
平成 29 年 10 月 27 日（金）～11 月４日（土）
４ 販売数量
限定 1,500 個/日
５ 販売店舗
神奈川・東京を中心とした崎陽軒直営約 150 店舗
※11 月４日（土）のみ、ラグビー日本代表戦会場（日産スタジアム）にて販売予定

お弁当イメージ
お問合せ先

（ラグビー日本代表戦に向けての取組に関するお問合せ）
市民局ﾗｸﾞﾋﾞｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ･ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進課担当課長
守屋 大介 Tel 045-671-4572
（メガシウマイ弁当の販売に関する報道関係者からのお問合せ）
株式会社崎陽軒広報マーケティング部
担当 西村/柴田/高井 Tel 045-441-8918
本件につきましては、神奈川県と同時に記者発表を行います。

裏面あり

ラグビー日本代表 vs オーストラリア代表戦について
● 名称
リポビタンＤチャレンジカップ 2017
● 日時
平成 29 年 11 月４日（土）14：40 キックオフ
● 会場
日産スタジアム（横浜市港北区小机町 3300）
【日産スタジアム初のラグビー日本代表戦】
● 対戦相手
オーストラリア代表

ラグビー日本代表戦 応援 第１弾

ラグビー日本代表戦 応援 第２弾

ラッピングバス運行中

スタンプラリー実施中

【運行期間】平成 29 年９月 18 日（月・祝）～11 月４日（土）

【実施期間】平成 29 年９月 30 日（土）～11 月４日（土）

【数

【ルール】日本代表選手の似顔絵スタンプを集めると、マンガが完成します。

量】市内６両（横浜市営バス６営業所

各１両）

営業所：浅間町、港北、保土ケ谷、磯子、港南、若葉台

【スタンプポイント】横浜市営地下鉄（センター北駅、新横浜駅、桜木町駅、
上大岡駅、湘南台駅全５駅）、横浜マリンタワー
（台紙も同じ場所で配布しています。）
【参

加

賞】スタンプ３つ
日本代表戦
スタンプ６つ

＜参加賞＞

オリジナルクリアファイル
＜完全制覇賞＞

日本代表戦観戦チケット（小学生以下のみ）
※本件については、９月 14 日(木)「ラグビーワールドカップ 2019(TM)
ラッピングバス（横浜市営バス）運行開始！」で記者発表済みです。

ラグビー日本代表戦 応援 第３弾

※本件については、９月 21 日(木)「ラグビー日本代表戦応援！横浜市営地
下鉄・横浜マリンタワースタンプラリー実施！」で記者発表済みです。

―横浜がラグビーに染まる２週間―

新横浜駅・桜木町駅周辺シティドレッシング ＆ 横浜マリンタワー特別ライトアップ
１

新横浜駅・桜木町駅シティドレッシング

（１）

新横浜駅周辺
新横浜駅から日産スタジアムまでの道のりをお楽しみいただけるよう、様々なデザインのバナー等を掲出します。
【期間】10 月 27 日（金）～11 月４日（土）
【総数】約 250 枚（スイングバナー・バナーの総数）
【場所】新横浜駅北口ペデストリアンデッキ・新横浜中央通り・F マリノス通り・スタジアム通り～浜鳥橋～さんかく橋・新横浜公園内・
（バナー）
（スイングバナー）
日産スタジアム東ゲートスロープ（東ゲートスロープは 10 月 30 日（月）から掲出）

（２）

桜木町駅周辺
【期間】10 月 30 日（月）～11 月４日（土）
【総数】64 枚
【場所】桜木町駅前広場・動く歩道

２

横浜マリンタワー特別ライトアップ

（１）

期間（いずれも日没から 24 時まで）
① 10 月 20 日（金）～10 月 22 日（日）

（２）

②10 月 27 日（金）～10 月 29 日（日）

③ 11 月３日（金）～11 月４日（土）

ライトアップイメージ
横浜（青）・日本代表（赤・白）・オーストラリア代表（黄・緑）・両チームを称えるゴールドをイメージ。点滅・回転・上昇など躍動感の
ある約 2 分間のプログラムで、横浜で初開催のラグビー日本代表戦を応援します。

※本件については、10 月 18 日(水)「新横浜駅・桜木町駅周辺のシティドレッシング・横浜マリンタワーの特別ライトアップを実施します。」
で記者発表済みです。

別紙あり

日本ラグビー
フットボール協会

神奈川県

平成29年10月20日

横浜市

日本ラグビーフットボール協会・横浜ウォーカー・神奈川県・横浜市・崎陽軒共同プレスリリース

ラグビー日本代表VSラグビーオーストラリア代表戦コラボ メガシウマイ弁当

発売

株式会社崎陽軒(本社:横浜市西区、取締役社長:野並直文)と日本ラグビーフットボール協会（東京都港区、会
長：岡村 正）、株式会社KADOKAWA（本社:東京都千代田区、代表取締役社長：松原眞樹）、神奈川県、横浜市
は、コラボレーション企画として、平成29年10月27日（金）～11月4日（土）の間、「ラグビー日本代表VSラグ
ビーオーストラリア代表戦コラボ メガシウマイ弁当」を数量限定で販売いたします。
6月～7月にかけて販売し、大きな反響を呼び、再販を希望する声が数多く寄せられております「メガシウマイ
弁当」が特別掛け紙をまとい、期間限定で復活いたします。この復活は、「横浜」「神奈川」からラグビーをみ
んなで盛り上げていこうという想いが重なりコラボレーションが実現することが決まったことによるものです。
また食べたい方も、前回の販売時に手にすることができなかった方も、この機会に「メガシウマイ弁当」を召
し上がりいただき、11月4日（土）に日産スタジアムにて開催される「ラグビー日本代表ＶＳラグビーオーストラ
リア代表」の試合を一緒に応援しましょう！！
名称

ラグビー日本代表VSラグビーオーストラリア代表戦コラボ メガシウマイ弁当

価格

税込1,250円

販売期間

平成29年10月27日（金）～11月4日（土）※

販売数量

限定1,500個/日

販売店舗

神奈川・東京を中心とした崎陽軒直営約150店舗

※11月4日（土）のみ、日産スタジアム外催事店舗（予定）

内容
・俵型ご飯（小梅、黒胡麻）

昔からかわらない、お馴染みの俵型ご飯です。人気の小梅もごいっしょに。通常は
俵8個（約250g）のところを俵12個（約375g）とボリューム満点に。

・昔ながらのシウマイ

言わずと知れた横浜名物、「昔ながらのシウマイ」です。「シウマイをもっと増や
してほしい」のご要望にお応えし5個から8個に。

・鮪の照り焼

こんがり焼かれた照り焼。鮪の旨みが凝縮されています。通常の約1.5倍に。

・かまぼこ

幕の内弁当には欠かせないおかずです。（通常と同じ）※2

・鶏唐揚げ

鶏肉をジューシーにからっと揚げました。通常は1個ですがうれしい2個入りに。

・厚焼き玉子

ふんわり、しっとり、甘い玉子焼きも約2倍の厚さの厚焼き玉子に。

・筍煮

シウマイに次ぐ人気のおかず。味がよくしみ込んでいます。よりお楽しみいただけ
るよう約1.5倍に増量しています。

・あんず

お弁当に彩りを加える一品。ほどよい酸味がたまりません。（通常と同じ）※2

・切り昆布＆千切り生姜

白いご飯によくあいます。専用スペースも拡大し、どちらも約2倍入ります。
※2_通常のシウマイ弁当と同内容。

■商品に関するお客様向けお問い合わせ先
株式会社 崎陽軒 お客様相談室
フリーコール:0120-882-380
■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社崎陽軒
広報・マーケティング部
担当：西村浩明、柴田菜都美、高井未希
TEL：045-441-8918
FAX：045-441-8904
URL:http://www.kiyoken.com
■横浜ウォーカーに関するお問い合わせ先

株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ
横浜ウォーカー編集部

ラグビー日本代表ＶＳラグビーオーストラリア代表戦のお知らせ
2017年11月4日（土)14:40キックオフ
日産スタジアム（横浜市）

担当：山本篤史、倉持美和
TEL：045-641-8691
FAX：045-641-8696
URL:yokohama.walkerplus.com

■神奈川県の本リリースに関するお問い合わせ先

■横浜市の本リリースに関するお問い合わせ先

■日本ラグビーフットボール協会の本リリースに関するお問い合わせ先

担当：神奈川県スポーツ局スポーツ課
田中康彦

担当：ラグビーワールドカップ・オリンピッ
ク・パラリンピック推進課 守屋大介

担当：日本ラグビーフットボール協会

TEL：045-285-0792
FAX：045-663-0113

TEL：045-671-4572
FAX：045-664-0069

TEL：03-6894-3200
FAX：03-5413-3050

（株式会社サニーサイドアップ内）高野峻輔

