
  

 
 
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（⻘⼭ツリーハウス）と英国チーム 
「Team GB ハウス」受け⼊れ実施を確認 

2021年開催の東京 2020オリンピックで
 
 2020 年 5 ⽉ 12 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：東京都港区北⻘
⼭、代表取締役社⻑：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（⻘⼭ツリーハウス）が 2021 年開催となった東京 2020 オリンピ
ックでも当初の予定通り英国チームの受け⼊れを⾏うことを確認しましたのでお知らせします。 
 
 既に 2020 年 1 ⽉ 16 ⽇付プレスリリースにて、東京 2020 オリンピック期間中、AoyamaTreehouse に「Team 

GB ハウス」が設置されることを発表していましたが、同 3 ⽉ 30 ⽇の国際オリンピック委員会（IOC）、国
際パラリンピック委員会（IPC）、公益財団法⼈東京オリンピック・パラリンピック競技⼤会組織委員
会（東京 2020 組織委員会）、東京都、⽇本国政府の開催⽇程変更を受けて、改めて確認されたもの
です。 
 
 「東京のパートナーからの反応を⼼強く思っております。2021 年のオリンピックのために英国チームが東京に
⾏くことを⼤変楽しみにしています」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 オリンピックに英国チームをお迎えするのを楽
しみにしています。世界中が困難な時を経て迎える東京 2020 オリンピックはスポーツ界にとっても、私たちのコ
ミュニティ、社会にとっても特別なものとなるでしょう」とグローバルツリーハウス株式会社の共同創業者で代
表取締役社⻑のフレッド・カツロ・シュミットは述べています。 
 
 「Team GB ハウス」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。 
 

以上 
 
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          
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• 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⻑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⻑に繋がる
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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報道各位 

グローバルツリーハウス株式会社 
   

AoyamaTreehouse（⻘⼭ツリーハウス）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：東京都港区北⻘
⼭、代表取締役社⻑：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（⻘⼭ツリーハウス）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⻘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⻑のフレッド・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⻘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。 
 

【添付資料】 
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 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。 

 
 
 

 
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⻑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⻑に繋がる
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 
 
 
 




