平成 25 年 2 月 28 日
報道関係各位
相模大野駅西側地区市街地再開発組合
野村不動産株式会社

「bono（ボーノ）相模大野」グランドオープンのご案内
相模大野駅西側地区市街地再開発組合（所在地：神奈川県相模原市南区）ならびに野村不動産株
式会社（所在地：東京都新宿区）は、相模大野駅西側地区第一種市街地再開発事業として開発を進
めて参りました大型複合施設「 bono 相模大野（所在地：神奈川県相模原市南区相模大野） 」を、
平成 25 年 3 月 15 日（金）に、グランドオープンいたします。
つきましては、下記のとおり「テープカットセレモニー」を初めとしたオープニングイベントを
開催いたしますのでご案内いたします。
「 bono 相模大野 」の『まちびらき』を華やかに、そして盛大に飾り・彩り、祝祭色豊かで集客
力の高いイベントとして構築し、オープニングイベントを通じて「 bono 相模大野 」と近隣の皆様
ならびに近郊地域の皆様との交流や良好関係の醸成、そして「 bono 相模大野 」の認知向上に結び
付けてまいります。
記
オープニングイベント開催期間
： 平成 25 年 3 月 15 日（金）から 3 月 17 日（日）の 3 日間

3 月 15 日(金)
■オープニングセレモニー
bono 相模大野の開業を告げるセレモニーを実施いたします。
○時間／9：20～9：50
○開催場所／ボーノ相模大野
○登壇者／相模原市長
○ゲスト出演／南

2 階正面エントランス前

他

明奈

○内容／相州太鼓の演出とテープカットセレモニー
※受付：2 階（デッキ直結）正面エントランス前

（プレス受付時間

9：00～）

■ユニコムプラザさがみはら（市民・大学交流センター）開所式
市民と大学が連携して新しい地域活動・市民活動を創造する拠点として設置されるユニコム
プラザさがみはらが、開所いたします。
○時間／10：30～
○サウスモール 3 階／ユニコムプラザさがみはら
○テープカット、愛称提案者表彰ほか
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内

■南明奈トークショー
神奈川県出身のタレント「南明奈」さんをお招きし、
bono 相模大野のオープニングを飾るに相応しい、
女性層への集客力・話題性の高い内容での
スペシャルトークショーを実施します。
○時間／13：00～13：30
○開催場所／1 階ボーノ広場

特設ステージ

■ジャルジャルトークライブ
2013 年の第 34 回「ＡＢＣお笑いグランプリ」に優勝した
「ジャルジャル」さんが

グランドオープンイベントに

登場いたします。エンターテイメント性の高い、
お客様とのコミュニケーショントークライブを実施します。
○時間／14：30～15：00
○開催場所／1 階ボーノ広場

特設ステージ

3 月 16 日(土)〔bono ジャズ祭り〕
■地元ジャズバンド ライブ
相模大野では４つの商店街を中心として、
ジャズをテーマにしたまちづくりに取り組んでいます。
今回はそのジャズチームを代表して 4 つのバンドが集まりました。
高いレベルでの演奏を皆様にお届けします。
○時間／12：30～16：30
○開催場所／1 階ボーノ広場

特設ステージ

■日野皓正（てるまさ）クインテット
ジャズイベントのメインとして

スペシャルジャズライブ

日本を代表する

ジャズトランペット奏者の「日野皓正」さん
をお呼びしてワールドクラスのジャズ演奏を
披露いたします。
まさに「Jazz によるまちづくり」の
集大成となるイベントとなります。
○時間／18：00～19：00
○開催場所／1 階ボーノ広場
○出演

特設ステージ

日野皓正クインテット
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3 月 17 日(日)
■相模大野芸能ライブ
相模大野に根付く祭事や催しが bono 相模大野で花開きます。
地元のダンスチーム／よさこい／阿波踊りなどの面々
総勢 400 人が大乱舞する大迫力のステージが
オープニングイベントのフィナーレとなります。
○時間／12：00～16：15
○開催場所／1 階ボーノ広場

特設ステージ

＜イベント観覧に関するご案内＞
・イベントはすべて雨天決行となります。
但し、3 月 15 日 9:20～の「テープカットセレモニー」は

天候により 1 階で実施する場合があります。

屋外イベントのため雨天時の観覧には傘をご準備ください。
・「南明奈さん」
「ジャルジャルさん」
「日野皓正さん」のイベントには、観覧エリアに優先的に入場できる
優先入場券を配布します。
優先入場券はイベント開始の１時間前から、先着順で会場周辺にて「おひとりに対して１枚」無料配布い
たします。なお、イベントごとに完全入れ替え制になっておりますので、イベントごとの優先入場券が
必要です。また、一つのイベントに対して、入場整理券は各３００枚を予定しています。
・優先入場券が必要なイベントでも、観覧エリアの外からご覧になることは可能です。
ただし、当日は大変混雑することが予想されるため、 立ち止まっての観覧ができない場合がありますので、
予めご了承ください。

【本施設に関するお問い合わせ先】
相模大野駅西側地区市街地再開発組合

普天間・力武

042-740-9203

野村不動産株式会社 広報部

柿原・阿部

03-3348-7805

【開業セレモニーに関するお問い合わせ先】

株式会社オズマピーアール 担当：山田、石田
TEL：03-4531-0225／FAX：03-3265-5058
（グランドオープン当日のご連絡先 山田携帯：080-5896-5981）

併せてボーノ相模大野の公式ＷＥＢサイトもご確認ください。

ＵＲＬ→

http://bono-sagamiono.jp

以上
※こちらのご案内は、次の記者クラブに配布しています。
国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会、
相模原記者クラブ、兜倶楽部、横浜経済記者クラブ
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■【資料 】bono 相模大野オープンウィークの主な動き
日付

3 月 10 日（日）

催し

概要

竣工式

時間／10：00～
場所／ボーノ相模大野サウスモール３F
ユニコムプラザさがみはら

竣工披露パーティー

時間／11：45～
場所／ホテルセンチュリー相模大野
8 階 フェニックスの間

※招待者のみの参加となります。
当日の取材に関しては会場にて受付して
おります。
東西自由通路「ボーノウォーク」／
駅直結ペデストリアンデッキ／
市営駐車場 供用開始

時間／6：00～

ノースモール／サウスモール
一部店舗営業開始

時間／10：00～
ノースモール／サウスモールは
約 40 店舗が先行オープン。
※以後随時オープン

3 月 12 日（火）

ショッピングセンター内覧会
※招待者・のみの参加となります。
取材申し込みについては
別途「内覧会のご案内」を参照ください

時間／10:00～15:00
受付 9:30～
10:30 よりプレス向け内覧ツアー実施
11:00 よりプレス向け説明会開催

3 月 13 日（水）

ショッピングセンター
プレオープン

時間／10：00～18:00
（ライフ・６階飲食店は 19:00 まで）

3 月 14 日（木）

ショッピングセンター
プレオープン

時間／10：00～18:00
（ライフ・６階飲食店は 19:00 まで）

グランドオープン（10:00）

時間／9：20～9：50
場所／ボーノ相模大野ショッピングセンター
2F 正面エントランス前
登壇者／相模原市加山市長
他
演出／相州太鼓

3 月 11 日（月）

オープニングセレモニー（9:20）

3 月 15 日（金）

ユノコムプラザさがみはら
（市民・大学交流センター）開所式

時間／10：30～
場所／サウスモール 3 階
ユニコムプラザさがみはら 内

南明奈トークショー

時間／13：00～13：30
場所／１階ボーノ広場 特設ステージ

ジャルジャルトークライブ

時間／14：30～15：00
場所／１階ボーノ広場 特設ステージ

地元ジャズバンドライブ

時間／12：30～16：30
場所／1 階ボーノ広場 特設ステージ

日野皓正クインテット スペシャルライブ

時間／18：00～19：00
場所／1 階ボーノ広場 特設ステージ

相模大野芸能ライブ

時間／12：00～16：15
場所／1 階ボーノ広場 特設ステージ

3 月 16 日（土）

3 月 17 日（日）
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