報道関係各位

2014年9月11日
ザ・コーポレートゲームズ 東京 2014 実行委員会

日本初上陸「ザ・コーポレートゲームズ 東京 2014」 いよいよ開催！！
9月25日～28日の4日間で約10,000人が集結
235団体・約6,000人が競技出場決定！
「ザ・コーポレートゲームズ 東京 2014」は、2014年1月30日の開催発表以降、多数の行政・団体・企業様
にご協力や参加表明をいただき、235の企業及び団体・約6,000人の競技出場が決定し、いよいよ9月25日
～28日の4日間の開催を迎えます。スタッフ・応援者・同時開催イベント参加者を含めると、4日間で約10,000
人が湾岸エリアに集結する一大イベントとなります。

《スケジュール》
9月25日（木）
9月26日（金）

10:00～
21:00

参加者の登録会
(スーパーセンター)

TEPIAホールにて、選手・関係者全員が参加登録を行います。

9月25日（木）

17:00～

決起集会

TEPIAホールにて、パートナー企業が集合し、パートナーミーティングを行います。

8:00～
18:00

競技予選大会

各競技会場にて、開会式を実施した後、予選リーグ大会を行います。
※リレーマラソンでは、10：40～スタートアトラクションを行います。

18:30～
21:00

セレブレーションFor
HEROES

新豊洲メイン会場にて、参加者全員でのパレードと、「ゲームズセレブレーション」
と呼ばれる交流イベントを開催します。

9月28日（日）

8:00～
18:00

競技決勝大会

各競技会場にて、決勝大会を行います。各種目1位～3位の個人・チームにメ
ダルを授与し、表彰します。

9月27日（土）
9月28日（日）

10:00～
15:00

同時開催イベント

新豊洲メイン会場にて、太陽のマルシェ／ママハピEXPO／フリーマーケット／
ふわふわワールドの４イベントを開催します。
※競技出場者以外の方も参加できます。 ※28日（日）は16:00まで開催。

10月27日（月）

18:00～
20:00

表彰式典

各競技の成績等により決定される優秀な企業・団体を表彰する式典を行いま
す。

9月27日（土）

《参加企業一覧（一部抜粋）》
QACグループ／大日本印刷株式会社／デロイト トーマツ コンサルティング株式会社／トムソン・ロイター・プロフェッショ
ナル株式会社／株式会社フルタイムシステム／プルデンシャル生命保険株式会社／株式会社マッシュホールディング
ス／三井住友カード株式会社／三井物産株式会社／三井不動産グループ／明治安田生命保険相互会社／
株式会社LIXILなど （※五十音順／参加人数51名以上の企業を抜粋）

《参加著名人一覧（一部抜粋）》

<本件に関する報道関係者様からのお問合わせ先>
『 ザ・コーポレートゲームズ 東京 2014 』PR事務局 株式会社マテリアル
TEL：03-5459-5490/FAX：03-5459-5491 MAIL : a1@materialpr.jp
担当：宮崎・吉野・堀田 ※当日のご連絡は、吉野（080-4659-3953）・堀田（080-4862-5626）まで

《大会種目・会場案内》

・同時開催イベント

■会場住所
①東京都江東区豊洲６-４
②東京都江東区豊洲２-１-２１
③東京都中央区晴海１-３-２９
④東京都中央区勝どき４-６-１
⑤東京都中央区晴海５-９
⑥東京都江東区東雲２-１１
⑦東京都江東区有明２-３-５
⑧東京都江東区青海１-３-８
⑨東京都江東区夢の島１-１-２
⑩東京都江東区豊洲６-１-２３

⑪東京都江東区新砂１-１０-５
⑫東京都江東区東陽２-２-２０
⑬東京都江東区深川１-６-２９
⑭東京都江東区森下３-１２-５
⑮東京都江東区毛利２-１３
⑯東京都中央区日本橋浜町２-５９-１
⑰東京都中央区日本橋浜町２-５９-１
⑱東京都江東区猿江２-４-１７
ゴルフ場 千葉県茂原市真名１７４４

《イベント実施内容》
■参加者の登録会（スーパーセンター）
日時：9月25日（木）、26日（金） 10:00～21:00 ※予定
場所：TEPIAホール3F（東京都港区北青山2-8-44）
内容：ザ・コーポレートゲームズ 東京 2014への参加登録受付
協賛各社ブース設置による各種プロモーション

■ザ・コーポレートゲームズ 東京 2014 決起集会（パートナーミーティング）
日時：9月25日（木） 17:00～
場所：TEPIAホール3F エキシビジョンホール（東京都港区北青山2-8-44）
内容：開会挨拶、ゲスト紹介、トークショー、パートナー企業紹介、スケジュールのご案内、記念撮影
出演者：武田修宏さん

■競技予選大会
日時：9月27日（土） 8:00～18:00
場所：各競技会場にて実施
＊開催時間は競技によって異なります

■リレーマラソン スタートアトラクション

MAP
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日時：9月27日（土） 10:40～11:00
場所：夢の島陸上競技場
内容：浅尾美和さんによるスターターピストル、中央区中学生による応援パフォーマンス
出演者：浅尾美和さん（リレーマラソンスターター）、田口壮さん（リレーマラソン走者）、
中央区立佃中学太鼓部（和太鼓）、中央区立日本橋中学校吹奏楽部（ブラスバンド）、
チアリーディング、豊洲アイドル☆学園

■ザ・コーポレートゲームズ 東京 2014 ゲームズセレブレーション
「セレブレーションFor HEROES」

MAP
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日本初開催のコーポレートゲームズのセレブレーションは、「これが日本だ」というメッセージを全世界に発信し、
日本の素晴らしさを世界に伝える場としていきます。
日時：9月27日（土） 18:30～21:00
場所：新豊洲メイン会場
内容：尾上松也さんによる口上、RIP SLYMEさんによるアーティストライブ、ヴァイオリニストMeiさんによる東日
本大震災の流木から作られたヴァイオリンの演奏、アスリートによるプレゼントイベント＆トークショー 等
出演者：尾上松也さん、Meiさん、RIP SLYMEさん、武井壮さん 等

尾上松也さん

Meiさん

RIP SLYMEさん

■競技決勝大会・メダル授与式
日時：9月28日（日） 8:00～18:00
場所：各競技会場にて実施
内容：各競技決勝大会、メダル授与式

■同時開催イベント
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日時：9月27日（土）10:00～15:00 / 9月28日（日）10:00～16:00
場所：新豊洲メイン会場
内容：太陽のマルシェ、ママハピEXPO、フリーマーケット、ふわふわワールド（計100店舗以上の出店）
※競技出場者以外の方も参加できます。

■表彰式典
日時：10月27日（月）18:00～20:00 ※競技によって開催時間が異なります。
場所：FOODARTS STUDIO KACHIDOKI（東京都中央区勝どき4-6-1泉興産第5倉庫1Fスペース）
内容：コーポレートゲームズ・アワード表彰
＊開催時間は競技によって異なります

《視察ツアー》
日時：9月27日（土）10:30～21:00
内容：複数の自治体からなる視察団が「地域活性化」施策の参考として、コーポレートゲームズを視察
参加団体：茨城県、佐賀県、静岡県、鳥取県 等 ※一部抜粋

《参加企業一覧（一部抜粋）》
ISE（IBM Japan Systems Engineering Co.,Ltd.）／株式会社エムティーアイ／
オンズコンファイアンス／QACグループ／株式会社キョーワナスタ／江東区／GMOペイメントゲートウェイ株式会社／
ジェイレックス・コーポレーション株式会社／清水建設株式会社／シュートボクシング協会／大日本印刷株式会社／
タカラスタンダード株式会社／竹田印刷／アメイジングワールド（株式会社あそびの森）／中央区／
デロイト トーマツ コンサルティング株式会社／株式会社東芝／株式会社トーヨ建設／
トムソン・ロイター・プロフェッショナル株式会社／日本リビング保障株式会社／株式会社日本旅行／
株式会社日建設計／日の丸リムジングループ／株式会社フルタイムシステム／プルデンシャル生命保険株式会社／
フロンティア コンストラクション アンド パートナーズ株式会社／株式会社マッシュホールディングス／
三井住友カード株式会社／三井物産株式会社／三井不動産グループ／明治安田生命保険相互会社／
株式会社LIXIL／株式会社ローソン／（※五十音順／参加人数21名以上の企業及び団体を抜粋）

《参加・活用例》
■企業・団体内交流、福利厚生としての参加・活用
社内でチームビルディングして参加することで、部門・部署の枠をこえた、スポーツを通じた社内交流が可能です。

■ビジネスマッチング、営業ツールとしての参加・活用
さまざまな業種の企業が多数参加。営業の一環として、クライアント様と一緒に参加される企業様もいらっしゃいます。

■コミュニティ育成のための参加・活用
大会2日間以外にも、本大会までに、地域スポーツ大会など、交流を深めるさまざまなイベントが開催されています。

■リクルート活動の場としての参加・活用
本大会は、学生も多く参加するため、学生と企業の交流の場としての活用も期待できます。

■タレント・アスリートのファンとの交流・スポーツ復興への活用
大会趣旨に賛同いただいた各種団体・アスリートも多数参加。スポーツ振興の取り組みの場ともなります。

《パラリンピック日本代表選手》

〈パラリンピック日本代表選手〉

■石井康二さん、石川丈則さん
若山英史さん、堀江航さん

27日のリレーマラソンに、パラリンピック日本代表選手の出
場が決定。「全ての人に開かれた国際スポーツフェスティバ
ル」というコーポレートゲームズの精神にもとづき、健常者と
身体障害者が同一チームで競技に参加いたします。

日時：9月27日(土) 11:00～17:00
MAP
内容：リレーマラソン出場
9
場所：夢の島陸上競技場

《参加著名人一覧（一部抜粋）》 ※参加著名人の参加時間・内容については変更になる可能性がございますので、予めご了承ください。
〈元陸上競技選手〉 PRアンバサダー

〈元プロビーチバレー選手〉

日時：9月27日(土) 18:30～21:00
内容：セレブレーション For HEROES参加
場所：新豊洲メイン会場

日時：9月27日(土)10:50～11:00
内容：開会式・リレーマラソンスターター
場所：夢の島陸上競技場

■武井壮さん

■浅尾美和さん

MAP

MAP
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〈元プロ野球選手〉

〈元プロ野球選手〉

日時：9月27日(土) 7:50～11:00
内容：開会式・始球式
場所：夢の島陸上競技場 野球会場

日時：9月27日(土)11:00～17:00
内容：開会式・リレーマラソン出場
場所：夢の島陸上競技場

■小宮山悟さん

■田口壮さん

MAP

MAP
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〈元サッカー日本代表選手〉

〈元プロバスケットボール選手〉

日時：9月25日(木)17:00～17:15
内容：決起集会参加
場所：TEPIAホール

日時：9月27日(土) 9:20～13:00
内容：バスケットボール開会式・試合観戦
場所：フットサルクラブ東京豊洲テントドーム
フットサルクラブ東京東陽町コート

■武田修宏さん

■長谷川誠さん

MAP

MAP
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〈元サッカー日本代表選手〉

〈元女子プロテニス選手〉

日時：9月28日(日)11：00～15：00
内容：ボウリング参加
場所：東京レジャーランボウル パレットタウン店

日時：9月27日(土) 16:00～18:00
内容：テニス観戦・
場所：サマディ門前仲町テニスクラブ、
サマディ江東・森下テニスクラブ
※セレブレーション For HEROESにも参加

■城彰二さん

MAP

8

■杉山愛さん

MAP

MAP

MAP
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14

1

〈元サッカー日本代表選手〉

〈プロボウラー〉

日時：9月27日(土)・9月28日(日)
時間は試合進行により変更
内容：フットサル参加
場所：試合進行により変更

日時：9月28日(日) 11:00～15:00
内容：ボウリング参加
場所：東京レジャーランドボウル パレットタウン店

■平瀬智行さん

MAP

MAP

MAP

MAP
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〈元サッカー日本代表選手〉

■久保竜彦さん・波戸康之さん
日時：9月27日(土)9月28日(日)
時間は試合進行により変更
内容：フットサル参加
場所：試合進行により変更
MAP

MAP

MAP

MAP
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■渡辺けあきさん

MAP
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〈シュートボクシング選手〉

■鈴木博昭さん、RENAさん
宍戸大樹さん、MIOさん
日時：9月27日(土) 11:00～17:00
内容：開会式・リレーマラソン出場
場所：夢の島陸上競技場
MAP
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〈タレント〉

■西谷綾子さん
※この他、プロフットサルチーム「ペスカドーラ町田」も
フットサルの競技に参加します

日時：9月28日(日) 11:00～17:00
内容：リレーマラソン出場
場所：夢の島陸上競技場
MAP
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《スポンサー一覧》
主催

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）

特別協賛

後援
東京都 中央区 江東区

オフィシャルパートナー

オフィシャルスポーツウェアパートナー・エキップメントパートナー

スポンサー

運営・企画協力
株式会社あそびの森

学生団体SWITCH

中央区地域スポーツクラブ大江戸月島

NECグループ

株式会社ママハピ

東京ガスグループ

NECソリューションイノベータ株式会社

スポーツナビDo

東京スポーツ・レクリエーション専門学校

株式会社エルテック

江東スポーツ設営運営パートナーズ

90 seconds

一般財団法人Clasiccic for Japan

公益財団法人 江東区健康スポーツ公社

株式会社東京リサイクル

シュートボクシング協会

株式会社産業経済新聞社

特定非営利活動法人 東京湾岸コミュニティ

《 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、企業内のチームビルディング、企業・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。

開催概要
■開催日程
■開催場所
■開催予定競技
■主 催
■後援
■特別協賛

2014年9月27日(土)・28日(日)：競技大会、開閉会式、同時開催イベント
※2014年9月25日(木)・26日(金)：参加登録受付
東京都の湾岸エリア（中央区、江東区） のスポーツ関連施設
リレーマラソン／サッカー／野球／ゴルフ他 全13種目
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）
東京都・中央区・江東区
三井不動産グループ

■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。2014年だけでも、13大会開催されているこの大会は、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。

ザ・コーポレートゲームズ 東京 2014 実行委員会

