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Kokyo Gaien National Gardens, located in the heart of Tokyo, is well loved as a sanctuary for runners. With the 
cooperation of the world-famous Japanese sportswear maker Asics, which has set up a Run Station in Marunouchi, 
MICE groups can enjoy a running program under the guidance of a professional coach. This running experience is a 
perfect team-building activity as it refreshes both your mind and body while you take in the beautiful scenery of the 
Imperial Palace, where one lap is 5km.

Imperial Palace Running Program 
Taught by Asics Coach

Categories



・Application period: 1.5 months in advance (T-shirt making: 2 months in advance)

・Fees: ¥2,500 per person (includes use of Run Station and wear rental)

(Additional fees)

- T-shirt making: ¥2,000-5,000 per shirt

- Interpretation

・No. of participants: 10-30 people

・Time required: 1.5-2 hours

DMO TOKYO/Marunouchi
Mail: dmo_tokyomarunouchi@mec.co.jp

Point

Year-round

□ Contact

Infection prevention 
measuresAvailability

Conditions

The Imperial Palace area is well loved as a sanctuary for runners. Take a special 
class taught by a professional coach from Asics, Japan's leading sportswear 
manufacturer, and take in the contrasting sceneries of the Marunouchi business 
district, one of Tokyo's most popular spots for social media photos, and the pine 
forests of the Imperial Palace, as well as a view of Tokyo Station. An experience-
based wellness program that combines tourism with promotion of employee 
health, which is essential for business.
Asics original team T-shirts can also be made as an option.
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