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2014年4月吉日
ザ・コーポレートゲームズ 東京 2014 実行委員会

世界30カ国60都市で累計100万人以上が参加！
「誰でも参加できる国際的なマルチスポーツフェスティバル」が日本“初”上陸！！
～「観る」スポーツから「参加する」スポーツへ～

「ザ・コーポレートゲームズ 東京 2014」
2014年4月15日(火)より参加者募集開始！
ザ・コーポレートゲームズ 東京 2014 実行委員会（一般社団法人スポーツフォーライフジャパン、三井不動産レジデンシャ
ル株式会社）は、日本での初開催となる国際的なマルチスポーツフェスティバルである「コーポレートゲームズ」を招致し、
「ザ・コーポレートゲームズ 東京 2014」として2014年9月25日(木)～28日(日)の期間、東京の湾岸エリアにて開催
致します。
「ザ・コーポレートゲームズ 東京 2014」は 、“誰でも”“どんなカタチ”※１でも参加出来るのが特徴です。プロのアスリート
からアマチュアまで、個人や団体、企業チームや学生チーム、外国人チーム、近隣の住民チームや親子チームでも参加が可能
な大会となっております。
また、2014年1月30日の開催発表以降、多くの行政・団体・企業、プロのアスリートの方々が趣旨にご賛同してくださり、
パートナーとしてご協力や参加表明を多数いただいております。ＰＲアンバサダーでもある陸上競技・十種競技の元日本チャ
ンピオン 武井壮氏はじめ、元プロビーチバレー選手 浅尾美和氏、元プロ野球選手 野球評論家 小宮山悟氏、元サッカー日本代
表 サッカー解説者 城彰二氏、スポーツキャスター 元プロテニスプレイヤー 杉山愛氏、元プロ野球選手 野球解説者 田口壮氏、
元サッカー日本代表 サッカー解説者 武田修宏氏、プロボクサー 現WBC世界バンタム級王者 山中慎介氏、プロボウラー 渡辺
けあき氏（順不同）など、プロアスリートの方々による競技参加表明も続々といただいてております。
そしてこの度、2014年4月15日(火)より一般参加者の大会参加申し込みの受付を開始させていただく運びとなりました。参
加申し込み方法は大会HPを通じてのお申込み、郵送でのお申込み、指定フォーマットによるメールでの申込が可能となってお
ります。参加申し込み方法の詳細や、詳しい競技の仕様、開催概要などは、公式サイトにて随時発表をさせていただきます。
※１：チームごとのお揃いのユニフォーム着用が条件となります。

参加の申し込み方法
下記大会HPよりのお申し込み、または事務局へ申し込み用紙の郵送・メールでも、お申し込みいただけます。大会申
し込み受付は、先着順にて２０１４年４月１５日（火）開始、締切は９月３日（水）(予定)
＜ザ・コーポレートゲームズ 東京 2014 オフィシャルサイト＞

http://www.corporate-games-2014.jp

コーポレートゲームズ

検索

＜大会に関するお問い合わせ＞ ザ･コーポレートゲームズ 東京 2014 実行委員会 大会運営事務局
Tel：03-6869-63803
＜ザ・コーポレートゲームズ 東京 2014 ＞

平日10時～17時(土・日・祝は定休)

E-mail：tokyo@corporate-games.com

キービジュアル＆大会コンセプト

ひとりひとりが、ヒーローなんだ。
「ザ・コーポレートゲームズ 東京 2014」は“誰でも”“どんなカタチ”でも参加出来るのが特

徴です。個人や団体、企業チームや学生チーム、外国人チームでも、近隣の住民チームや親
子チームでも参加が可能です。こうした１万人の参加者が１つのステージに集まり、交流す
る。さらに、この大会には、パートナー・サポーター・ボランティアといった支える多くの
方たちが集い、交流します。それぞれが、それぞれの関わり方によって、誰もが主役になれ
る。「ザ・コーポレートゲームズ 東京 2014」 は、関わる全ての人がヒーローになれる場
所を目指しています。

《ザ・コーポレートゲームズ 東京 2014 開催概要》
■名 称

ザ・コーポレートゲームズ 東京 2014（Corporate Games Tokyo 2014 ）

■開催日程

9月25日（木）･26日（金）：参加者受付
9月27日(土)
：開会式、競技予選大会、参加者パレード・交流イベント
9月28日(日)
：競技決勝大会、メダル授与式
後日
：表彰式典
＊27日（土）・28日（日）には新豊洲メイン会場にて、参加者のご家族や地域の方々も楽しめる付帯イ
ベントを開催予定。

■主 催

ザ・コーポレートゲームズ 東京 2014 実行委員会

■後 援

東京都、中央区、江東区

■運営・企画協力

中央区地域スポーツクラブ大江戸月島、特定非営利活動法人 東京湾岸コミュニティ、
江東スポーツ施設運営パートナーズ、公益財団法人 江東区健康スポーツ公社

■特別協賛

■オフィシャル
パートナー

■スポンサー

■開催場所

フットサルクラブ東京 豊洲テントドーム、中央区立月島運動場、銀座deフットサル 勝どきスタジアム、
中央区立晴海運動場、ラモスフィールド、江東区有明スポーツセンター、
東京レジャーランボウル パレットタウン店、江東区夢の島競技場 野球場、江東区新砂運動場、
フットサルクラブ東京 東陽町コート、東京ＹＭＣＡ東陽町ウェルネスセンター、
サマディ門前中町テニスクラブ、サマディ江東森下テニスクラブ、猿江恩賜公園、
中央区立総合スポーツセンター、中央区立浜町運動場、東京ガス深川体育館、
真名カントリークラブ(千葉県茂原市)

■想定参加人数

約10,000人

■想定来場者数

約30,000人

■開催内容

「ザ・コーポレートゲームズ 東京 2014」は、各種目の競技大会、スーパーセンター(参加者受付会場)
でのイベント、「ゲームズ・セレブレーション」、「クロージング・アワードセレブレーション」と称し
た参加者パレードや交流イベントから構成されています。また参加者のご家族や地域の方々も楽しめる付
帯イベントを開催予定です。

※掲載の写真は海外で開催されているコーポレートゲームズの写真となります。

■開催予定競技
全13競技（予定）

《 参加費用・参加条件 》
■大会参加料金

お一人につき6,480円(税込)
※競技参加権のほか、大会期間中に開催されるすべてのイベントへのご参加、大会記念品、大会公式パン
フレット、1位～3位入賞の際のメダルが大会参加料金に含まれます。
※Corporate Gamesの大会参加料金は世界共通で約80イギリスポンド（14,000円相当）が標準的な価格と
なっておりますが、今大会の参加料金は、大会趣旨にご賛同いただいた企業様の協賛金等により、6,480
円（税込）での開催としました。※「ゴルフ」「ボウリング」への参加は別途プレー代が必要となります。

■大会参加条件

年齢・性別・国籍などの制限なく、どなたでも参加可能。団体での参加の場合は、チームごと
にお揃いのユニフォームの着用が条件。13競技の中から一人あたり１競技にエントリー可能。
※競技により、必要な人数が異なります。また複数の競技への参加はできません。

《 参加申し込み方法 》
4月15日(火)
申込受付開始

9月3日(水)
申込締切

WEBサイトにてお申し込み、郵送でのお申込み、記入されたPDFのメール送付での
お申込みとなります。申込手続きは、参加費のお振込確認(WEB決済、ローソンにお
けるコンビニ払いのほか、事務局指定の方法でのお振込)をもって、完了となります。
※参加申込後、事務局より代表者様へ随時ご連絡します。

先着順のため、参加枠に達した場合は、早まることがあります。
また、申込締切日までに申込手続きの完了(参加費のお振込確認まで)が必要です。

9月中旬(予定)
レジストレーションガイド
(参加登録用紙)送付

参加者全員にレジストレーションガイド (参加登録用紙) と参加案内を発送します。

9月25日(木)・26日(金)
参加者受付（スーパーセンター）

参加者受付会場にて参加者受付を行います。参加者全員の来場が必要となります。

9月27日(土)・28日(金)
競技大会、セレブレーション

後日
クロージングアワード
セレブレーション

9月27日(土)、28日(日）のスポーツ競技大会や参加者間の交流を深める
セレブレーションをお楽しみください。

さらに後日開催するクロージングアワードセレブレーションをお楽しみください。

詳細は、大会HP（http://www.corporate-games-2014.jp）を御確認ください。

《 競技参加形態について 》
競技名
1 リレーマラソン
屋
外
種
目

2
3
4
5
6

フットサル
ドッジボール
サッカー
野球
ソフトボール

7 テニス
8 ゴルフ

競技参加形態
チーム参加
チーム参加
チーム参加
チーム参加
チーム参加
チーム参加
個人
ダブルス
チーム参加

競技名
9 バレーボール
屋
内
種
目

10 バスケットボール
11 ボウリング
12 バドミントン
13 卓球

競技参加形態
チーム参加
チーム参加
チーム参加
個人
ダブルス
個人
ダブルス

※申込状況により、参加チーム数は変更となる場合がありますので、ご了承ください。※各種目によって、１チームあたりの人数（下限・上限）が決まっております。

《 ザ・コーポレートゲームズ東京2014 》

■ザ・コーポレートゲームズ東京2014
近年様々なスポーツに関する話題が高まる中、「観戦」ではなく「参加」型の「ザ・コーポレートゲームズ 東京 2014」は、日本
におけるスポーツの裾野を広げる取組です。また、参加者間や各協賛企業・後援団体間の交流によるビジネス機会の創出、
日本での生涯スポーツへの取組促進やスポーツビジネスの拡大、海外企業との国際交流の機会創出やインバウンド観光の
強化といった、日本経済の活性や地域コミュニティの強化へと繋げて参りたいと思っております。

■コーポレートゲームズとは
コーポレートゲームズとは、1980年代末にイギリスのスポーツフォーライフ社によって設立された国際的なマルチスポーツフェス
ティバルです。オリンピックやワールドカップは、トップアスリートが頂点を競う国際スポーツ大会であるのに対し、コーポレートゲーム
ズはあらゆる団体が自由に参加できる、生活者のための市民参加型のイベントとして、世界30カ国60都市で開催されてきま
した。これまでの大会参加者を累計すると、世界各国100万人以上の方が参加しているイベントです。 1988年サンフランシス
コで第1回世界大会が開催されて以来、世界規模の大会やヨーロッパ規模、国レベル、州レベルの大会など様々な規模で数
多く開かれています。「World Corporate Games」として開催される世界大会は、これまで北米、ハワイ、ヨーロッパの他、マ
レーシアやヨハネスブルクなどでも開催されています。都市レベルでの大会は、年間を通じて様々な国々で開催されており、今回
の「ザ・コーポレートゲームズ東京2014」は、そのひとつとしての開催となります。

World Corporate Games 開催都市
2010:モスクワ／ 2007:ビルバオ ／ 2006:ブダペスト ／ 2005:ザグレブ ／ 2002:アルバ／2000:アバディーン ／ 1999:ウルグアイ ／
1998:ハーグ／ 1997:アルバ ／1996:シュトゥットガルト／ 1994:ヨハネスブルグ／ 1993:マレーシア ／ 1992:ロンドン ／1990:ハワイ／
1989:コンコルド ／ 1988:サンフランシスコ

■ザ・コーポレートゲームズ東京2014実行委員会 三井不動産レジデンシャル株式会社より
新築住宅事業を推進する三井不動産レジデンシャルは、「すまいとくらしの未来へ」というコーポレートステートメントのもと、
「すまい」というハードだけではなく、コミュニティ育成などのソフトサービスを通じてより良い「くらし」の創造を目指し、顧客視点
での街づくりを進めて周辺地域の魅力向上に貢献してまいります。
また、三井不動産レジデンシャルは、東京湾岸エリアの活性化に積極的に取り組んでおり、今回の「ザ・コーポレートゲームズ
東京2014」の他にも、中央区勝どきで毎月開催されている日本最大級規模の都市型マルシェ「太陽のマルシェ」
（http://timealive.jp/）や、音楽とフットボールによるコミュニケーションの創造をコンセプトとした新しいフットボールパーク
「MIFA Football Park 新豊洲（仮称）」を支援するなど、スポーツ・文化・食にわたる様々な分野において、湾岸エリア
の活性化を推進しています。
※掲載の写真は海外で開催されているコーポレートゲームズの写真となります。

ザ・コーポレートゲームズ 東京 2014 実行委員会

