
皇居周回ランニングコース （全長 5km または 10km） を
マラソン または 徒歩で周ります。

参加費として集められたお金は、
小児がんや重い病気と闘う子供たちをサポートする団体

「シャイン ・ オン ・ キッズ」 へ寄付されます。

受付開始 ：  午前 8 時
受付場所 ：  パシフィックセンチュリープレイス丸の内 南側公開空地
   （JR 東京駅八重洲南口 徒歩 3 分）
開会式 ：  午前 8 時 45 分～　パシフィックセンチュリープレイス丸の内 南側公開空地
終了予定時刻 ： 午後 12 時頃を予定 （各自終了された方から自由解散となります。）

〈参加費〉  大人 （15 歳以上） ひとり 3,000 円
※　参加費には、 チーム ・ ビーズ ・ オブ ・ カレッジ、 オリジナルＴシャツ、 飲み物等が含まれます。
※　お子様連れの方もご参加いただけます。 14 歳以下は無料。 （但し、 上記特典は対象外となります。）　
※　経費を差し引いた残りの金額が 『シャイン ・ オン ・ キッズ』 へ寄付されます。

〈申し込み方法〉  参加ご希望の方は、 03-5222-5309 （フォーシーズンズホテル 人事課直通） 
   または run.fourseasons@gmail.com　へご連絡ください。

〈注意事項〉
・ 　小雨決行。 交通機関に影響が出る悪天候の場合は中止いたします。
       中止の場合は、 開催当日午前 7 時までに頂いたご連絡先にお知らせいたします。
・ 　更衣室のご用意はございません。



The charity run event organized by Four Seasons Hotel Tokyo at Marunouchi 
We run or walk 5km or 10km around the Imperial Palace 

 
Registration  : 　　　　 8:00 ～
Meeting Place : 　　　　 Open area on south side of Pacific Century Place Marunouchi
Opening Ceremony : 　　　　 8:45 at meeting place  
Scheduled Ending Time :　 When everyone has completed the run, estimated 12:00

We will carry out the event even if it is lightly raining. However, it will be canceled in case of   
heavy rain that affects public transportation. We will inform you by e-mail before 7:00 on the day.  
There will be no changing rooms, so please come prepared.

＜Entry Fee＞ 3,000 yen for adults  15 years old and above

※ The entry fee includes: “Team Beads of Courage,” original T-Shirt, drinks, etc.
※ Children 14 years old and younger are welcome to participate with no entry fee. 
 However, they are not entitled to the gifts above.
※ We will donate the net proceeds to Shine On! Kids.  

＜How to Register＞ Contact us at 03-5222-5309 or run.fourseasons@gmail.com

Human Resources Department
Four Seasons Hotel Tokyo at Marunouchi

Pacific Century Place 1-11-1
Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo
100-6277 Japan
TEL : 03-5222-5309 (Direct)

The money collected from participants will be donated to 

Shine On! Kids, an NPO certified by the Japanese Government, 

to support children fighting cancer and other serious illnesses.

Sunday, November 6th


