
ザ･コーポレートゲームズ 東京 実行委員会 



コーポレートゲームズとは 
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■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スポーツフェスティバルで、 

これまでに世界30カ国60都市で開催、世界各国100万人以上の方が参加している、世界最大級の市民参加型イベントです。 

コーポレートゲームズは広くたくさんの人たちが自由に参加できる開かれた大会として、多くの企業・団体が参加できるため、 

企業の福利厚生の一環としてや、地域活性の取り組みとして、注目を集めています。 

■コーポレートゲームズの特徴 
 

●世界中の様々な参加者が集い、参加・交流する、スポーツ大会の枠を超えた独自のスポーツ交流型フェスティバル。  

●競技スポーツのほかに、参加者や観戦者の交流を促す様々なイベントや行事が開催。 

●ビジネス交流の場や社内のチームビルディングとしても機能するため、 

  企業の福利厚生の一環として、大人数で参加する企業も増えています。 

■2015年開催予定のコーポレートゲームズ 

2015年1月23-25日  トランシルヴァニア大会(ルーマニア) 
2015年3月5-8日    沖縄大会(日本) 
2015年3月19-22日  ニューサウスウェールズ大会(オーストラリア) 
2015年4月9-12日   モンテレイ大会(メキシコ)  
2015年5月15-17日  クイーンズランド大会(オーストラリア)  
2015年5月22-24日  イスタンブール大会(トルコ) 

2015年6月11-14日    ブカレスト大会(ルーマニア) 
2015年6月25-28日    ストック=オン=トレント・スタッフォードシャー大会(イギリス) 
2015年7月3-5日      アヌシー大会(フランス) 
2015年9月3-6日      ケープタウン大会(南アフリカ) 

2015年11月12-15日  ワールド コーポレート ゲームズ メキシコ 
2015年11月14-15日  ザ・コーポレートゲームズ 東京 2015 アジア パシフィック  
2015年11月20-22日    メルボルン大会(オーストラリア) 



交流ツールのご提案 
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『ザ・コーポレートゲームズ 東京 2015 アジア パシフィック』 は、 
これまでの社員旅行や社内運動会とは一線を画した、 

福利厚生や社内交流ツールとしてご活用いただけます！ 

いつもの温泉旅行ではない 
新しい交流イベントをやってみたい 

『ザ・コーポレートゲームズ 東京 2015 アジア パシフィック』を、社内・団体の活性化にご活用ください！ 

・新しい福利厚生となるイベントを実施したい・・・ 
・毎年秋には交流もかねて社員旅行をやっているが、  
 近隣の温泉地もほぼ行ってしまったし・・・ 
・社員同士の交流が希薄で、何かつながりが深まる 
 イベントを探している・・・ 

いろいろな競技の 
スポーツ大会をやってみたい 

・毎年運動会をやっているが、スポーツ大会にすると 
 野球にサッカーにとひとつに決められない。 
 いろいろな競技のスポーツ大会をやってみたい・・・ 
・運動会やスポーツ大会をやってみたいが、 
 社員だけでは人数も少ないし、対戦相手がほしい・・・ 

新卒採用のアクセントとして 
社員との交流イベントをやってみたい 

・内定者をつなぎとめる企画として、 
 社員との交流イベントをやってみたい・・・ 
・企業ＰＲの一環として、 
 直接学生とふれあう機会をつくりたい・・・ 

社員・仲間とみんなで 
盛り上がれる！ 

全員で達成感を 
共有できる！ 

様々な企業・団体や 
学生と繋がりを持てる！ 

健康増進につながる！ 



大会参加活用例：企業様 
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企業・団体内交流や福利厚生としてのご参加で 

コミュニケーション向上 ⇒ 企業力UP！ 
  

チームビルディングや、新たな社内・団体間交流のツールとして、 

昨年は多くの企業・団体が部門・部署や、地域を越えてご参加いただきました。 

社員の皆様で、一緒に汗をかいて盛り上がれる共通体験をすることで、社内交流活性化に効果てき面です。 

東京開催となりますので、全国各地からのアクセスも良く、普段はお集まりいただけない各支店・工場・店舗からの 

ご参加にも大変便利となります。 

 

・東京の本社・支社との交流もかねてご活用ください。  

・全国の支社・店舗・工場の皆様の一堂に会する社内交流の機会としても最適です。 

・社員・ご家族への福利厚生にもお役立ていただけます。 

企業様に効果てき面､社内交流のツールとして是非ご活用ください！ 

他部署の同僚とコミュニケーショ

ンをはかるよい機会となりました。 



大会参加活用例：企業様 
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社内だけでなく、学生や他企業との交流のツールとしても注目です！ 

お客様との距離が縮まる！ 

ビジネスマッチングや営業ツールとして活用

~企業間の連携拡充でのシナジー効果~ 

学生と企業の距離が縮まる！ 

内定者の方と社員の交流や、 

採用活動の場としてPRも兼ねてのご参加  

お客様と参加しましたが、日頃にない

交流で一層関係が深まったように感

じます！ 

なかなか出会えない企業の皆さんとスポーツ

で交流でき、多くの刺激を受けました。 

コーポレートゲームズは、一緒に汗をかいて盛り上がれる 

共通体験を提供し、コミュニケーション向上に効果があるため、 

顧客・クライアントとの関係強化としての利用も効果的です。 

お客様と一緒に参加し、共に汗をかいて関係深耕に役立てる、

新たな 「営業ツール」であり、「顧客囲い込みツール」しても 

大変注目されています 。 

また、様々な業種から、様々な企業の方が参加するため、その

中で出会う各社とのビジネスマッチングの場としても期待されます。 

「スポーツ」という世代間を超えた共感体験の場は、 

お互いをより深くわかりあう良い機会となります。 

内定者の学生と社員との交流は、自社をより深く理解して 

いただけるとても良い機会となるでしょう。 

また、積極的な学生への声掛けを実施していますので、 

学生と企業の出会う場としても活用できます。 

昨年大会には学生団体からも100人を越える参加があり、 

企業と学生のマッチングのきっかけ作りの場ともなりました。 

学生への採用活動としての企業PRにも 

お役立ていただけます。 



大会参加活用例：地域・一般 
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●コミュニティ育成のための参加・活用 
 大会の2日間だけでなく、それまでに地域でのスポーツ大会などを開催し、積極的に 

 コミュニティ育成や各種の交流を図る試みも実施されてました。 

 ・地元に皆様でのフットサル大会における、優勝チームの本大会出場権プレゼント 

 ・予選大会を行い、優勝チームへ出場権をプレゼント、など 

個人～地域～全国単位へと、コミュニティの輪が広がります！ 

●タレント・アスリート・パラリンピアンのファンとの交流・スポーツ振興への活用 
 各種団体・タレントにも趣旨にご賛同いただき、ファンとの交流やスポーツ振興の一環としてご参加頂きました。 

 また、14年大会はパラリンピアンも参加。一般参加者と一緒にリレーマラソンを走り、 

 競い・交流を深めました。 

 ・シュートボクシング協会のファンとのチーム構成企画 

 ・パラリンピアンリレーマラソンチームの参加、など 

予選を勝ち抜いたチームで頑張りました！来年も出るぞ！ 

参加申込頂いたファンの皆さんと

チームワークで、めちゃくちゃ楽しく

完走することができました。 

●大学・企業・地域団体の海外交流・外国人交流としての活用 
 「スポーツ」という共感体験の場は、言葉の壁を超えて、お互いをより深くわかりあう良い機会になります。 

 コーポレートゲームズは、海外各国でも有名な「参加したいイベント」のひとつであり、 

 海外の方との言葉を必要としない交流の場の機会として、ご活用ください。 
スポーツは世界の 

共通言語です！ 



ザ・コーポレートゲームズ 東京 2015 アジア パシフィック 
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■ザ・コーポレートゲームズ 東京 

■「ザ・コーポレートゲームズ 東京 2015 アジア パシフィック」実施概要 

■大会名称   ザ･コーポレートゲームズ 東京 2015 アジア パシフィック（英記：Asia Pacific Corporate Games in Tokyo 2015 ） 

■開催日程   2015年11月14日(土)・15日(日)  

■開催場所   東京湾岸エリア ※ゴルフ場は異なります。 

■競技参加数  8,000人(想定)  

■主   催   ザ・コーポレートゲームズ 東京 2015 アジア パシフィック 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   三井不動産グループ 

■開催競技   リレーマラソン・フル/リレーマラソン・ハーフ/フットサル/ドッジボール/野球/ソフトボール/テニス/綱引き(14日のみ)/バレーボール/ 

           バスケットボール 3×3/ボウリング/ゴルフ(15日のみ)/ドラゴンボート 全13種目(予定) 

■大会参加費   ●7/31までのお申込：お１人あたり6,480円(税込)  

   ●8/1～9/30のお申込：お１人あたり8,640円(税込)    

           ※別途、ボウリングは2,000円(税込)、ゴルフは19,500円(税込)のプレー代が必要となります。 

2014年9月に東京湾岸エリアで日本初のコーポレートゲームズ「ザ･コーポレートゲームズ 東京 2014」を開催。 

第1回大会としては世界最多の6,000名以上・255の企業団体が参加。応援、スタッフ合計で4日間で計約13,500名が東京湾岸

エリアに集結しました。 

この第1回大会の盛り上がりが世界で評価され、第2回が「アジア パシフィック」という国際大会の形で開催されることになりました。 



ザ・コーポレートゲームズ 東京 2015 アジア パシフィック 

7 

※7/2時点 

一般社団法人スポーツフォーライフジャパン 

ザ・コーポレートゲームズ 東京 実行委員会 

東京都、中央区、江東区 

■主 催 

■後 援 

■特別協賛 

■特別協力 

■オフィシャル 
 パートナー 

■スポンサー 



開催予定競技 
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■全13種目（予定） 

リレーマラソン・フル 

リレーマラソン・ハーフ 

フットサル 

野球 

ソフトボール 

バスケットボール ３×３ 

バレーボール 

テニス 

ドッジボール 

ゴルフ 

ボウリング 

綱引き 

ドラゴンボート 

スポーツ競技はチームごとにお揃いの「Tシャツ」または「ユニフォーム」を着用してご参加ください。 
2014年大会では応援者もお揃いのTシャツを着用し、一体となって盛り上がっている姿が見られました。 

※参加競技・クラスによって 
  競技スケジュールが異なる場合があります。 
※競技は変更になる場合があります。 



開催実績 
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〈2014年東京大会の模様（2014年9月27日・28日開催）〉 
大・小関わらず170を超える企業を含む255の団体・企業、計約6,000名が参加した2014年東京大会 

競技初日には、各会場で開会式が行われ、中央区・江東区を中心と

した東京湾岸エリアのスポーツ関連施設全18会場にてリレーマラソン、

野球、フットサル、ドッジボールなど全13種目の競技大会を開催しまし

た。28日は競技決勝大会が行われ、各競技ともレベルの高い試合が

繰り広げられました。各競技では企業単位での参加のほかにも、個人

で参加された方や地方自治体チーム、学生チームなどが、スポーツを

通じての世代・職業を越えた交流を楽しみました。 

スポーツで競い合い、パーティーで盛り上がる。そしてみんな仲間になる 

競技初日の夜には新豊洲メイン会場にて競技参加者が交流

を深める「ゲームズセレブレーションパーティー」が催され、約

3,000人の競技参加者と応援者が集まりました。セレブレー

ションパーティーは、参加者のパレードから歌舞伎俳優の尾上

松也さんの口上で幕を開け、大会PRアンバサダーの武井壮さ

んが進行役を務めながら、人気アーティストのRIP SLYMEさん

による迫力あるライブなど華麗な演奏が披露され、参加者は

疲れを忘れて楽しみました。 



昨年参考例 ：2014年東京大会 参加団体・企業 
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■主   催 
 
■特別協賛 
 
■後   援 
 
■オフィシャルパートナー 

 
 
■オフィシャル スポーツウェア・ 
  エキップメントパートナー 

 
■スポンサー 
 
 
 
 
 
 
 
 
■参加団体・企業 
(一部抜粋) 

 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大・小様々な170を超える企業と、255の団体・企業が参加、大変盛り上がりました。 

ほか 
 
 
 

http://www.mitsuifudosan.co.jp/
http://www.adidas.com/jp/


※参加競技・クラスによって競技スケジュールが異なる場合があります。 

大会申込について 

参加費用・参加条件 

○大会参加料金   7月31日（金）までのお申し込みでお一人につき6,480円（税込）  
              以降は8,640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、 
                今大会の参加費用は、三井不動産グループをはじめとした大会 
                趣旨にご賛同いただいた企業様のご協賛、ご協力により、上記 
                大会参加料金での開催となりました。 
              ※別途、ボウリングは2,000円(税込)、ゴルフは19,500円(税込)の 
                プレー代が必要となります。各自での現地支払となります。 
 
○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。団体参加の 
              場合は、チームごとにおそろいのユニフォームの着用が条件となります。 
              13競技（予定）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。 
 
＜ザ・コーポレートゲームズ 東京 2015 アジア パシフィック オフィシャルサイト＞ 
              http://asiapasific.corporate-games.jp/  
              ※検索サイトにて「コーポレートゲームズ」 で検索ください。  
 
＜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 実行委員会 大会運営事務局 
              Tel:03-6869-6380（平日10時～17時） 
              Email:contact@corporate-games.jp 

申込受付 

大会公式サイトよりお申し込み下さい。 
http://asiapacific.corporate-games.jp/ 
参加費のお支払いの確認をもって参加申込完了とな
ります。お申し込みは先着順となりますので、 
お早めにお申し込みください。 

9月30日（水） 
申込締切 

先着順受付のため、締切が早まる場合があります。 

お申込みの流れ 

10月中旬 
競技詳細資料送付 

参加チームのキャプテン様に競技詳細資料を 
発送します。 

10月26日（月） 
キャプテン説明会 

&懇親会 

参加チームのキャプテンを対象とした競技説明会と 
懇親会を開催いたします。 

11月14日（土） 
11月15日（日） 

大会当日 

当日は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。 
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http://asiapasific.corporate-games.jp/
http://asiapasific.corporate-games.jp/
http://asiapasific.corporate-games.jp/
http://asiapacific.corporate-games.jp/
http://asiapacific.corporate-games.jp/
http://asiapacific.corporate-games.jp/


※参加競技・クラスによって競技スケジュールが異なる場合があります。 

各クラスごとに、開会式⇒予選大会(大会1日目実施)、決勝大会（大会2日目実施予定）が行われます。 
リレーマラソン・ボーリング・ドラゴンボートは14日、15日単日開催(ゴルフは15日のみ、綱引きは14日のみ開催)で、 
各日毎に表彰を行います。 

開催予定競技 ※開催予定競技の各項目はすべて予定となり、変更となる場合がございます。 

種目 チーム人数 開催予定クラス 種目 チーム人数 開催予定クラス 種目 チーム人数 開催予定クラス

男子オープン 男子オープン 野球 11人～25人 オープン

女子オープン 女子オープン ソフトボール 11人～25人 オープン

混合オープン 混合オープン バスケットボール(3×3) 5人～10人 男子

男子40歳以上 男子40歳以上 バレーボール 8人～14人 混合

混合40歳以上 混合40歳以上 テニス(団体戦) 4人～6人 団体

男子オープン 男子オープン ドッジボール 14人～20人 混合

女子オープン 女子オープン ゴルフ(団体戦・15日) 4人 オープン

混合オープン 混合オープン ボウリング14日(団体戦) 4人 団体

男子40歳以上 男子40歳以上 ボウリング15日(団体戦) 4人 団体

混合40歳以上 混合40歳以上 男子

男子 混合

混合 ドラゴンボート14日 オープン

ドラゴンボート15日 オープン

綱引き　14日 10人～20人

フットサル 7人～15人

18人～25人

リレーマラソン・ハーフ

14日
5人～10人

リレーマラソン・ハーフ

15日
5人～10人

リレーマラソン・フル

14日
5人～10人

リレーマラソン・フル

15日
5人～10人
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13種目ごとに、開会式⇒予選大会（大会1日目実施）、決勝大会（大会2日目実施予定）が行われます。 
（リレーマラソン・ボーリング・ドラゴンボートは14日、15日単日開催（ゴルフは15日のみ、綱引きは14日のみ開催）で、各日毎に表彰があります。） 

開催スケジュール 

表彰式典 「 クロージングアワード・セレブレーション 」 
アジア パシフィック コーポレートゲームズ 東京 2015の表彰をする式典を、開催いたします。 

11月14日 

(土) 

開会式 ⇒ 競技予選大会 
開会式後、各競技会場にて、予選リーグ大会を行います。 

ゲームズセレブレーションパーティー 
メイン会場にて、参加者・パートナー全員が参加する交流パーティーを開催予定です。 

日中 

夜 

11月15日 

(日) 

競技決勝大会 ⇒ メダル授与式 
決勝トーナメント後、上位チームにメダル授与。 

日中 

夕刻 
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競技初日の夜には新豊洲メイン会場に全参加者が一か所に集い、団体・企業の

枠を越え、健闘を称えあい、お互いの交流を深める「ゲームズセレブレーションパー

ティー」が催され、2014年度は約3,000人の競技参加者と応援者が集まりました。 

パーティーは歌舞伎俳優の尾上松也さんの口上で幕を開け、大会PRアンバサダー

の武井壮さんが進行役を務めながら、人気アーティストのRIP SLYMEさんによる迫

力あるライブなど華麗な演奏が披露され、参加者は疲れを忘れて楽しみました。 

開催概要 １日目 11/14(土) 

ゲームズセレブレーションパーティー 

各競技場ごとに開会式を実施。開会式後、各競技予選大会を行います。 

（競技会場は後日指定となります） 

スポーツ競技はチームごとにお揃いの「Tシャツ」または「ユニフォーム」の着用しての 

参加となりますので、各自ご用意をお願いしてください。 

応援者も含めてお揃いのTシャツを着用することで、一体となって盛り上がるきっかけ

になります。 

※参加競技・クラス・競技会場等の詳細は、後日確定となります。 

開会式・競技予選大会 
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クロージングアワードセレブレーション 

開催概要 ２日目 11/5(日) 

14日の予選を勝ち上がったチームで決勝トーナメントを行い、 

各種目・クラスの上位3チームへメダルを授与します。 

※決勝進出チーム数は競技毎に異なります。 

※1日目と競技会場が異なる場合がございます。 

※リレーマラソン・ボーリング・ドラゴンボートは14日、15日単日開催 

 （綱引きは14日のみ、ゴルフは15日のみ）で、各日毎に表彰があります。 

※参加競技・クラス・競技会場等の詳細は、後日確定となります。 

競技決勝大会・表彰式 

競技において、各競技上位8名(チーム）に大会ポイントが付与され、 
その大会ポイントをもとに、優秀団体・企業・個人を決定し、アワードの表彰を行います。 

スポーツチャンピオンシップアワード 
各競技ごとに、獲得した大会ポイントの多かった1位～3位の企業・団体・個人を表彰します。 

 
チャンピオンシップディビジョンアワード 
各参加団体・企業は、参加人数ごとに「ディビジョン」に分けられます。 
チーム規模ごとに区分けされたディビジョンごとに、獲得した大会ポイントの多かった1位～3位の企業・団体・個人を表彰します。 

 
 
 
 
 
メダリストアワード 
各競技において、獲得したメダルの多かった1位～3位の企業・団体・個人を表彰します。 

 
スポーツフォーライフグランドアワード 
参加人数の最も多い企業・団体へ送られます。 健康促進や交流促進への企業・団体の取り組みを称えるアワードとなります。 

ディビジョン 1 2 3 4 5 6 7 8

競技参加人数 1～5人 6～10人 11～20人 21～50人 51～100人 101～150人 151人～200人 200人～

チャンピオンシップディビジョンアワード
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