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森トラスト株式会社（本社：東京都港区 社長：伊達 美和子）が発起人となり発足した「神谷

町 God Valley協議会」は、協議会メンバーを中心とした参画企業・団体が持つ多彩なコンテンツ

を揃えた、初のエリアイベント『TOKYO God Valley WEEK - Kamiyacho 2018 Winter -    

さあ！世界を、未来を、楽しもう。』（入場無料）を、2018年 12月 13日（木）から 15日（土）の 3

日間、「城山ガーデン」（東京都港区）にて開催しますので、お知らせいたします。 

 

本イベントは、東京の国際的なビジネス交流拠点として、世界と日本、都心と地方をつなぎ、

「新たな価値が生まれるグローバル＆クリエイティブなエリア」へと変貌を遂げる神谷町エリア

の未来を体感することをテーマにしたイベントです。 

神谷町にゆかりを持つグローバルで先進的な企業・団体や地元町会が一体となって、世界のス

ポーツ、エンターテインメント、技術から、エリアの歴史文化まで、「神谷町の魅力」を凝縮して

体験し、楽しみながら学べるコンテンツが一同に集結します。 

 

MLBの臨場感を体験できる「ホームランダービーVR」や選手の希少なアイテム展示、映画上映会、

プログラミング教室、ロボット体験、ランニングイベント、神谷町の未来を考える SDGｓセミナー、

東京タワーの歴史を紐解くトークイベントなど、知られざる神谷町の魅力をご体験ください。 

 

同時発表：国土交通記者会・国土交通省建設専門紙記者会 

同時発表：東京都庁記者クラブ 

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 2-3-17 

虎ノ門２丁目タワー 

お問い合わせ先：広報部 

TEL 03-5511-2255  FAX 03-5511-2259 

URL http://www.mori-trust.co.jp 
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TOKYO God Valley WEEK
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 － Kamiyacho 2018 Winter －  

さあ！世界を、未来を、楽しもう。 
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MLB の臨場感を VR で体験「ホームランダービーVR」、「MLB アイテム展示」など 

（MLB Japan） 
 

MLB Home Run Derby VR (MLB ホームランダービーVR）は、

子供から大人まで誰でも体験できる VRアトラクションです。

オールスターゲームで開催されるホームランダービーに出

場している臨場感・雰囲気を体験でき、そして楽しくプレー

することができます。スコアを競い合い、上位優秀者には豪

華プレゼントをご用意しております。 

また会場内では、現役 MLB 選手の貴重なアイテムも展示し

ます。 

 

 

 

 

「SDGｓセミナー」「SDGｓカードゲーム」 

（金沢工業大学） 
 

神谷町エリアでは、国連が提唱する「SDGs」（持続可能な開

発目標）を、エリア連携で推進することを目指しています。 

今回、「ジャパン SDGs アワード」SDGs 推進副本部長賞を受

賞した金沢工業大学、SDGs 世界ランキング 3 年連続第１位

のスウェーデンをはじめ、SDGs の第一人者たちを集めたシ

ンポジウムを開催します。 

 

 

また、大人から子どもまで、誰でも楽しみながら学べる

「SDGs カードゲーム」も体験できます。本ゲームを共同で

製作されたリバースプロジェクト伊勢谷代表、亀石共同代

表、金沢工業大学平本 SDGs 推進センター長のお話を伺う機

会も設けています。 

 

「神谷町、旅するトーク」 

（東京地下鉄、日本電波塔） 
 

東京メトロ日比谷線・神谷町駅。エリアを散策すると、江戸

の歴史を刻んだ神社仏閣や、高層ビル群の谷間から、優美で

壮大な東京タワーが現れる、「東京タワーが彩る街・神谷町」。 

2018年 12月 23日に開業 60周年の誕生日を迎える東京タワ

ーは、昭和時代を 30 年、平成時代を 30 年見続けてきまし

た。東京タワーを軸に振り返る東京の歴史と、変貌を遂げる

神谷町の街の姿を、日本電波塔×森トラストの 2 社による

クロストークでお届けします。 

  

 

運営： 

©Masaya Takagi 

※事前申込制 

（申込・イベント詳細に関しては下記 URL、または右記QR コードを 

ご確認ください） 

【事前申込 URL】 https://www.andstory.co/stories/312 

※事前申込制 

（申込・イベント詳細に関しては下記 URL、または右記QR コードを 

ご確認ください） 

【事前申込 URL】 https://goo.gl/forms/IsbrLdo9V4CHJl9M2 

https://www.andstory.co/stories/312
https://goo.gl/forms/IsbrLdo9V4CHJl9M2
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「SPEED CHESS
ス ピ ー ド チ ェ ス

」、「TABO
タ ー ボ

」（プログラミング教室） 

（バスキュール） 
 

テクノロジーを用いた新たな表現で、300超の国内外の著名

な広告賞やクリエイティブ賞を受賞し続けるバスキュール。 

最新テクノロジーを用い、難しいチェスのルールを知らな

くても、スピード感をもってスポーツ感覚で対戦できる

「SPEED CHESS」。 

タブレット上で、小さなロボットの動きをプログラミング

する「TABO」のプログラミング教室などを開催します。 

 

 

 

 

 

映画上映会 

（ワーナーブラザースジャパン） 
 

城山トラストタワー内にある、普段は一般非公開の特別試

写室で、「ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅」、

「銀魂」の上映会を開催します。 

 

 

 

 

 
【事前申込 URL】  

「ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅」 https://peatix.com/event/578106/view 

「銀魂」                         https://peatix.com/event/578101/view 
 

ランニングイベント 

～インスタ映え！東京タワーの撮影ポイントを巡る～ 

（ジェイバード （ロジクール）） 
 

ただ走るだけでなく、夜ランニングというポイントを活か

して、東京タワーが美しく撮影できるフォトスポットを巡

りながら走ります。 

 

 

 

 

 

その他盛りだくさんのコンテンツ 

ロボット展示・体験のほか、レゴブロックやプラレール、ステージ音楽・ダンスイベント、スウェ

ーデン民芸品の展示販売など、多数のコンテンツをご用意しています。 

 

※事前申込制 

（申込・イベント詳細に関しては下記 URL、 

または右記QR コードをご確認ください） 

「ファンタスティック・ビースト 
と魔法使いの旅」 

「銀魂」 

※事前申込制 

（申込・イベント詳細に関しては下記 URL、または右記QR コードを 

ご確認ください） 

【事前申込 URL】 https://goo.gl/forms/O1L5ZYDAvGcYeHjI2 

※事前申込制 

（申込・イベント詳細に関しては下記 URL、または右記QR コードを 

ご確認ください） 

【事前申込 URL】 https://peatix.com/event/579549/view 

https://peatix.com/event/578106/view
https://peatix.com/event/578101/view
https://goo.gl/forms/O1L5ZYDAvGcYeHjI2
https://peatix.com/event/579549/view
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【 TOKYO God Valley WEEK Kamiyacho 2018 Winter 実施概要 】 

 

■日 時： 12月 13日（木）～12月 15日（土） 

（13 ・14 日） 11：00～21：00 （予定） 

（15 日）    11：00～18：00 （予定） 

 

■会 場： 城山ガーデン 

（住所： 東京都港区虎ノ門 4‐3‐1） 

 

■アクセス： 「神谷町駅」（東京メトロ日比谷線） 

神谷町 MTビル出口より徒歩 3 分 

「六本木一丁目駅」（東京メトロ南北線） 

泉ガーデン出口より徒歩 6分 

※一般時間貸駐車場 

営業時間 全日 7：00～24：00 

 

■主 催： 神谷町 God Valley 協議会 

        （協議会について http://www.mori-trust.co.jp/pressrelease/2018/20181127.pdf ） 

 

■後 援： 港区・港区教育委員会・一般社団法人港区観光協会 

 

公式 SNS 等でイベント情報を随時更新していきます。 

（公式 HP： https://www.mori-trust.co.jp/event/godvalleyweek2018.html ） 

 

 

 

 

※イベント内容・日時は変更になる場合があります。最新情報は以下にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

【イベントに関するお問い合わせ】 

「TOKYO God Valley WEEK Kamiyacho 2018 Winter」 事務局 

担当：遠藤、髙橋 

TEL 03-5657-0716   E-Mail tokyo_godvalley@jtbcom.co.jp  

 

【報道各位のお問い合わせ】 

「TOKYO God Valley WEEK Kamiyacho 2018 Winter」 PR 事務局（共同 PR（株）内） 

担当：黒澤、樋口、小松 

TEL 03-3571-5204   FAX 03-4540-8325 

E-Mail Kamiyacho-pr@kyodo-pr.co.jp 

http://www.mori-trust.co.jp/pressrelease/2018/20181127.pdf
https://www.mori-trust.co.jp/event/godvalleyweek2018.html

