
  

 
 
T +44 (0) 207 842 5700 | info@boa.org.uk | www.olympics.org.uk | 60 Charlotte Street London W1T 2NU 
The British Olympic Association is a company registered in England and Wales with its registered office at 60 Charlotte Street London 
W1T 2NU. Registered number 01576093. 
 

 
報道各位 

グローバルツリーハウス株式会社 
   

AoyamaTreehouse（青山ツリーハウス）に「Team GBハウス」設置決定 
東京 2020 オリンピック英国チーム受け入れ

 
 2020 年 1月 16日、 東京、ロンドン（英国）発 : グローバルツリーハウス株式会社（所在地：東京都港区北青
山、代表取締役社長：フレッド・カツロ・シュミット）と英国オリンピック委員会 （所在地：英国、CEO：アン
ディ・アンソン）は本日、AoyamaTreehouse（青山ツリーハウス）2階部分で東京 2020 オリンピック英国チーム
の受け入れを行うことを発表しましたのでお知らせします。 
 
 AoyamaTreehouse は新しいプライベート空間として青山の賑やかなエリアに所在し、英国チームの選手やその
パートナー、ゲストなどが第 32回オリンピックを楽しめるようホストの役割を担います。 
 
 「『Team GB ハウス』は、英国で最も優れたアスリートたちやその選手団が成果を祝うために集まるアットホ
ームで楽しい場所となるでしょう。AoyamaTreehouse は素晴らしい施設で英国チームにとってホームと呼べる場
所はここ以外に望めませんでした。選手たちが気に入ることは間違いなく、開催中はエキサイティングな場所と
なることと確信しています」と英国オリンピック委員会のCEOのアンディ・アンソンは述べています。 
 
 「AoyamaTreehouse のメンバーおよびスタッフは、東京 2020 オリンピックの『Team GB ハウス』として当施
設が選ばれたことを大変光栄に思います。AoyamaTreehouse はイノベーションとクリエーションのための場所で
あることから、英国チームのホストとなることは私共の事業コンセプトとも親和性が高いと考えております」と
グローバルツリーハウス株式会社の共同創業者で代表取締役社長のフレッド・カツロ・シュミットは述べていま
す。 
 
 この施設は、選手たちの成果を祝うメディアおよびマーケティング活動に加え、招待ゲストが英国チームを応
援するためのビューイング設備やプライベートな食事空間、選手が家族や友人と時間を過ごす共有エリアなども
備えます。 
 
 AoyamaTreehouse は開閉会式、陸上競技が行われる新国立競技場からほど近く、都会の中にありながら隣接す
る赤坂御用地により緑豊かな環境を有しています。AoyamaTreehouse はリーダーたちがマインドフィットネスに
よりイノベーションを生み出すことを目的とした国際的なコミュニティでもあり、ローマン＆ウィリアムズのデ
ザインは健康的且つマインドフルな環境に欠かせない自然素材を多用し、ユニークな空間を生み出しています。 
 
「Team GB ハウス」は至近にあるアストン・マーティン ブランドセンター内の Team GB ショップとも連携するこ
とになります。このアイコニックな英国ブランドは青山にある施設で既に東京 2020 に関連した英国選手団の複数
のイベントを開催しています。 
 
 英国オリンピック委員会（BOA）は、Team GB を支援する非営利且つ独立資金による団体です。Team GB ハウ
スは英国チームの活動やイベントを商業パートナー、後援者、支援者などからの資金により運営されています。 
 
 なお、東京 2020 オリンピックは 2020 年 7月 24 日（金）から 8月 9日（日）まで開催されます。 

 



 
 
T +44 (0) 207 842 5700 | info@boa.org.uk | www.olympics.org.uk | 60 Charlotte Street London W1T 2NU 
The British Olympic Association is a company registered in England and Wales with its registered office at 60 Charlotte Street London 
W1T 2NU. Registered number 01576093. 

 
 

 
BOAについて: 
 
英国オリンピック委員会（BOA）はグレートブリテンおよび北アイルランドの国内オリンピック委員会。以下を使
命としています: 
                                             

• メンバーや主要なステークホルダーと連携して、世界をリードするサービスを提供し、英国の選手がオリ
ンピック、オリンピック冬季大会、およびその他の IOC認可イベントで最大限の能力を発揮できるようサ
ポートします          

• メンバーや主要なステークホルダーと協力して、選手たちがオリンピックで活躍するため開催期間中およ
び開催前後の旅全般をサポートします                  

• オリンピックが持つ価値や英国チームのオリンピアンの活躍を通じて、英国の人々それぞれの目標と夢の
追求に勇気を与えます                              

• オリンピックスポーツの独立した声としてメンバーおよび国内外のスポーツ関係者と協力して、英国にお
けるオリンピックムーブメントの継続的な成長と健全性を支援します   

                                     
詳細は英国チームウェブサイトをご覧ください: www.TeamGB.com  
  
GlobalTreehouseについて:  
 
GlobalTreehouse 株式会社が運営するAoyamaTreehouse は、世界で最もクリエイティブなコミュニティを創るた
めのメンバーシップ制プラットフォーム事業の世界第１号プロジェクトです。メンバーの皆様に対して Treehouse
の「マインドフィットネス」や「イノベーション開発プログラム」を通じてビジネスの成長に繋がるイノベーシ
ョンの実現をサポートしていきます。 
 
本資料は、英文プレスリリースを日本語に翻訳・編集したもので正式言語は英語であり、その内容および解釈については英語が優先します。 

 
 
問い合わせ先： 
BOA  スコット・フィールド 
ディレクター・オブ・コミュニケーション 
電話: +44 (0) 7966 019992 
メール: scott.field@teamgb.com  
 
グローバルツリーハウス株式会社 PR担当 神谷 弘子 
電話：09010368812 
メール：hkamiya@globaltreehouse.com 
ウェブサイトURL：www.globaltreehouse.com 
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【添付資料】 

Team GB Announces AoyamaTreehouse as Team GB House at the Tokyo 
2020 Olympic Games

 
 
16 January 2020; London, UK: The British Olympic Association (BOA) and GlobalTreehouse Inc. today 
announced that AoyamaTreehouse, located in central Tokyo, will serve as Team GB House for the Tokyo 
2020 Olympic Games. 
 
A brand-new private venue in the bustling district of Aoyama, AoyamaTreehouse will play host to Team 
GB’s athletes, commercial partners and guests as they enjoy the Games of XXXII Olympiad in style. 
 
“Team GB House will be an intimate and truly beautiful base for the athletes and the wider delegation; a 
place where we can come together and celebrate the achievements of the nation’s finest athletes,” 
said BOA CEO, Andy Anson. 
 
“AoyamaTreehouse is a wonderful venue and we could not have hoped for a better place to call home 
for Team GB – we believe the athletes will love it and it will be an exciting place to be during the 
Games.” 
 
“Our members and staff are honoured for AoyamaTreehouse to be selected as Team GB House during 
the Tokyo 2020 Olympic Games. AoyamaTreehouse is a place for innovation and creativity, and hosting 
Team GB perfectly matches our concepts,” said Fred Katsuro Schmidt, Co-founder and President of 
GlobalTreehouse.  
 
The venue’s second floor will provide viewing facilities for invited guests to follow Team GB athletes in 
competition and includes private dining facilities alongside communal areas for athletes to spend time 
with their friends and family and to celebrate their achievements. 
 
A short walk from the Tokyo National Stadium, which will play host to track and field competitions as well 
as the Opening and Closing ceremonies, AoyamaTreehouse is located in the heart of Tokyo, surrounded 
by the nature of the Akasaka Imperial grounds nearby. 
 
AoyamaTreehouse is building a global community of leaders dedicated to Mindfitness and innovation. 
The Treehouse space, designed by Roman & Williams, creates a unique environment, using natural 
materials key to a healthy and mindful experience. 
 
Team GB House will also feature a Team GB shop open to guests and housed in the adjoining House of 
Aston Martin Aoyama. The iconic British brand, through its Aoyama venue, has already hosted several 
events for visiting Team GB delegations on their journey to Tokyo 2020. 
 
The Tokyo 2020 Olympic Games begins on Friday, 24 July and runs through until Sunday, 9 August 2020. 
 

ENDS 
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For media enquiries please contact: 
 
Scott Field, Director of Communications, BOA 
M: +44 (0) 7966 019992 
E: scott.field@teamgb.com  
 
Hiroko Kamiya, PR, AoyamaTreehouse 
M: +81 (0) 90 10368812 
E: hkamiya@globaltreehouse.com   
 
 
About the BOA: 
 
The British Olympic Association (BOA) is the National Olympic Committee for Great Britain and Northern 
Ireland. Its mission is to develop, promote and protect the Olympic Movement in our territory in 
accordance with the Olympic Charter.  The BOA achieves this through: 
                                             

• Working in partnership with our members and key stakeholders to deliver world-leading services 
and support to enable British athletes to reach their full potential at the Olympic Games, Olympic 
Winter Games and other IOC-sanctioned events                                       

• Working in partnership with our members and key stakeholders to provide athletes with relevant 
support on the journey to, during and following their Olympic careers                                       

• Engaging people throughout the United Kingdom to pursue their very own goals and dreams 
through the Olympic Values and the example of Team GB Olympians                                   

• Being the independent voice of Olympic Sport and collaborating with our members and other 
sport stakeholders, both domestically and internationally, to support the continued growth and 
overall health of the Olympic Movement in the UK       

                                     
For further information, please visit the Team GB website: www.TeamGB.com  
   
About GlobalTreehouse:  
 
AoyamaTreehouse, operated by GlobalTreehouse Inc. is the first membership business to connect a 
community of Mindfit leaders to create a better world. Through TreeHouse’s Mindfitness and Innovation 
approaches, we develop members to generate creative breakthroughs that lead to business growth.  
 
For further information, please contact to Hiroko Kamiya (hkamiya@globaltreehouse.com) or visit the 
GlobalTreehouse website (www.globaltreehouse.com) 
 
 


