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イベント概要 

■イベント名■ 「新しい世界デイ」 

■　日　程　■ 
2014年11月22日（土）～24日（月・祝） 
　10:00 ~ 17:30 
※パネル展示：16日（日）～24日（月・祝） 

■　会　場　■ 代々木公園 

■　主　催　■ 日本ブラインドサッカー協会 

■　主　管　■ ブラインドサッカー世界選手権2014実行委員会 

■　後　援　■ ※申請中 
厚生労働省 
東京都 
公益財団法人 東京都障害者スポーツ協会 
公益財団法人 東京都サッカー協会 
渋谷区 
新宿区 

■コンセプト■ 
パラリンピック競技・障がい者サッカー体験等を
通じたダイバーシティ理解の促進 
エコ、オーガニックに焦点を当てたマーケットや
飲食店の出展 
ダイバーシティ・福祉・環境等にフォーカスし、
ブラインドサッカーから多様な世界に出会える 
空間 
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日本ブラインドサッカー協会について 

【ビジョン】 
ブラインドサッカーを通じて 

視覚障がい者と健常者が、当たり前に混ざりあう社会を実現すること 

【ミッション】 
ブラインドサッカーに携わるものが、障害の有無にかかわらず 

生きがいを持って生きることに寄与すること 

◉ 協会概要 
名称：   日本ブラインドサッカー協会（Japan Blind Football Association） 

   ※2010年8月1日から『日本視覚障害者サッカー協会』より改称 
   ※公益財団法人 日本障害者スポーツ協会（ＪＰＣ）登録組織 
   ※視覚障がい者サッカーの国内統括競技団体 

競技正式名称：  5人制サッカー ／ 視覚障害者5人制サッカー 
競技カテゴリ：   ブラインドサッカー：全盲（B1クラス） 

   ロービジョンフットサル：弱視（B2/B3クラス） 
設立：   2002年10月5日 
決算期：   7月末 
主要役員：   理事長 釜本美佐子 ／ 副理事長 塩嶋史郎 ／ 事務局長 松崎英吾 
主要事業部：審判部［4名］／代表チーム部［18名］／普及育成部［6名］／医事部［3名］ 

   大会事業部［6名／実行委員約50名］／ダイバーシティ事業部［12名］ 
   事業管理部［16名］ 

事務所：   〒169-0073 東京都新宿区百人町1-23-7　新宿酒販会館２階 
   [TEL] 03-6908-8907    [FAX] 03-6908-8908 
   [WEB] www.b-soccer.jp　 
   ※有給スタッフ数：12名 

 
◉ ファクトインフォメーション（2013年度） 
登録クラブ数：ブラインドサッカー   　　　14チーム 

   　ロービジョンフットサル    8チーム 
   　※競技人口 約450名 
   　※クラブ活動都道府県［宮城県・新潟県・茨城県・千葉県・埼玉県・東京都 
   　　　神奈川県・長野県・山梨県・愛知県・京都府・大阪府・兵庫県・福岡県］ 

年間公式試合数：６５試合（のべ2５日） 
ボランティア：　登録数　約400名 ／ 年間のべ参加者数　約2,000名 
登録審判数：　　３３名 
公認コーチ数：　３５名 
年間イベント数：５５回 
年間体験者数：約25,000名（内、小学生向け体験プログラム「スポ育」347件/15,081名） 
主要取引行政：  東京都・宮城県・さいたま市・福岡市・新宿区・渋谷区・八王子市 等 
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ブラインドサッカー世界選手権について 

ブラインドサッカーとは、アイマスクを装着し、音のなるボー
ルでプレーをする５人制サッカー（フットサル）で、オリンピ
ックと合わせて開催される障害者スポーツの祭典であるパラリ
ンピックの正式種目です。 
ü フィールドプレーヤーはアイマスクを着用し、視力上の公正
をはかります 

 

ü コートはフットサルとほぼ同じで、サイドライン上にはサイ
ドフェンスが設置されます 

 

ü ボールは「カシャカシャ」という音がなり、フットサル4号球
サイズのものを使用します 

 

ü フィールドプレーヤーは4名、ゴールキーパーが1名、くわえ
て、攻めるゴールの裏側にはガイドがいます。ゴールキーパ
ー、ガイド、監督は晴眼者が担います 

 

ü 相手チームのプレーヤーとの認識をはかるため、相手プレー
ヤーに向かうときは「ボイ」という掛け声をかけます 

 

ü 日本国内では、フィールドプレーヤーは晴眼者でもアイマス
クを装着しプレーすることができます。一方、国際競技大会
では、医療上B1(全盲から光覚：光を感じる程度の視力）と
認定されたプレーヤーのみが出場できます。 

●ブラインドサッカー = パラリンピック正式種目 

●アジア初開催となる、ブラインドサッカーにおける世界最高峰の戦い 
世界選手権は1998年にブラジルで初めて開催されました。日本は2006年のアルゼンチン大
会に初出場し、７位、2010年イングランド大会では８位に入賞しています。 
各大陸予選（ヨーロッパ・南米・アジア）を勝ち抜いた国と特別枠（ホスト国・アフリカ）
から選ばれた国のみが参加する、ブラインドサッカー最高峰の大会です。今大会は12チーム
の参加を予定しています。 
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会場　代々木公園 

【会場概要】 
渋谷区代々木神園町、神南二丁目 
JR「原宿」下車　徒歩3分 
東京メトロ千代田線「代々木公園」(C02)下車徒歩3分 
東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前（原
宿）」（C03/F15）下車　徒歩3分 
小田急線「代々木八幡」下車　徒歩6分 
 

●会場概要 

●会場レイアウト 

ブラインドサッ
カー世界選手権
2014　試合会場 

ブラインドサッカー世界選手権会
場真横の代々木公園ケヤキ並木、
イベント広場にてイベントを開催。 
障がい、福祉、環境、自然食品を
コンセプトに、ブラインドサッカ
ー世界選手権を盛り上げます。 

・障がい者スポーツ体験 
・アースデイマーケット 
・ウェルフェアマーケット 
・オーガニック飲食 
・協賛企業/ブース 
   NPO/NGO 
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会場レイアウト 
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k※レイアウトは一部変更となる可能性があります。 
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コンセプト① 
ダイバーシティ理解 

●障がい者スポーツ体験やクイズラリーを通じた多様性理解の促進 

4つのカテゴリーのスポーツ体験や、パネル展示から答えを探し出すクイズラリーを通して、
パラリンピック競技、障がい者サッカーへの理解を深めること、ダイバーシティへの配慮か
ら生まれた「ピープルデザイン」の体験から多様性への理解を促進することを目的とします。 

視覚障がい者スポーツ ・ブラインドサッカー 
・自転車競技（タンデム） 

障がい者サッカー 
※体験もしくはパネル展示 
・CPサッカー　　　　   ・知的障がい者サッカー 
・アンプティサッカー　 ・電動車いすサッカー 
・デフサッカー　　　　 ・精神障がい者サッカー 

車いすスポーツ 
・車いすバスケ 
・車いすフェンシング 
・ウィルチェアラグビー 

ピープルデザイン ・ハンドサイクル 
・セグウェイ 

協力：特定非営利活動法人ピープルデザイン研究所、他調整中 
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コンセプト② 
エコ/福祉/オーガニック食材 

●アースデイ・ウェルフェアマーケットで、環境・福祉を身近に感じる空間を 

アースデイマーケットでは竹製テントをはじめ、リサイクルや古本回収など、環境に関する
積極的な取り組みを、ウェルフェアマーケットでは福祉施設で作られている商品の販売など
を通し、福祉を身近に感じられる取り組みを行います。 

●生産者と消費者が「つながる」、自然食品の飲食店スペース 

オーガニック食材を用い、生産者の顔が見える食品を楽しめる飲食店スペースを用意し、自然
なプロセスをつうじて育った元気な農産物と、そうした食材を活用した加工品・飲食品を力強
く推奨します。 
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●大会期間中を通じてクイズラリーを実施 
世界選手権が開幕する11月16日より、パネル展示およびクイズラリーを実施し、平日にケ
ヤキ並木を訪れた人へのパラリンピック競技や障がい者サッカーの啓発、ならびに世界選手
権会場への導線を作ります。 

パネル展事例 

ラリーに参加する子供 

クイズラリー対象予定スポーツ 

障がい者サッカー 

ブラインドサッカー 
CPサッカー 
デフサッカー 
アンプティサッカー 
電動車椅子サッカー 
知的障がい者サッカー 
精神障がい者サッカー 

その他のサッカー 
ホームレスサッカー 
バブルサッカー 

パラリンピック競技 
（車椅子/自転車） 

車椅子バスケットボール 
ウィルチェアーラグビー 
車いすフェンシング 
タンデム 

ピープルデザイン 
ハンドサイクル 
セグウェイ 

過去実施されたスタン
プラリー。今回はクイ
ズ形式を予定。 

コンセプトをつなぐクイズラリー 

※その他出展団体のクイズラリー参加も予定 

①来場者の流れ作り 
 

ケヤキ並木、イベント広場
に広がる障がい者スポーツ
体験や、様々なブースに足
を運んでいただく流れを作
ります。また、世界選手権
会場内の景品交換へ足を運
んでいただくことで、ブラ
インドサッカー観戦へも繋
がります。 
	

②深い理解の促進 
 

クイズの解答を探すため
に、障害者スポーツやエ
コ、オーガニックについ
て学ぶ機会を提供し、ス
タンプを押すだけでは得
られない、深い理解を促
進します。 
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ブース出展募集要項 
①企業・NPO/NGOブース 
　　企業、NPO/NGO団体向けの商品・ 
      サービス展示やワークショップ実施用ブース 

②体験ブース 
　　障がい者スポーツを始めとした各種 
　　スポーツ、アトラクション体験用ブース 
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①企業・NPO/NGOブース募集 

●当イベント会場にて企業様、NPO/NGO様のブースを出展いただけます 
イベント会場内に、協賛いただいた企業様、NPO/NGO様のブースを出展し、ブラインドサ
ッカー世界選手権来場や秋の行楽シーズンに代々木公園へ来演された方へ商品・サービスを
PRいただけます。 

●出展概要 
【仕様】　　①間口 5.4m × 奥行3.6m 
　　　　　   ②間口 2.7m × 奥行3.6m（テント1張を2出展で使用） 
 

【貸出備品】 ・長机（1,800mm × 600mm）　2台 
　　　　　　 ・パイプ椅子  　　　　　　　 4脚 
　　　　　　※追加で必要な場合は申込書に必要台数を記入ください。有償での貸出となります。 
　　　　　　※横幕等その他の備品の貸出は有償となります。また主催者にて用意ができない場 
　　　　　　　合、出展者様にてご用意をお願いする場合がございます。 
 

【出展場所】  ご出展内容に応じて、イベント主催者にて出展場所を決定致します。 
　　　　　  ※別紙「出展規約」に定める各規定を遵守していただくことが出展の条件となります。 
 

【クイズラリー】 クイズラリーへの出題をご希望される場合、出題内容および来場者へどのよう 
       に回答を教えるか（パネル展示、スタッフによる口頭でのなど）をご応募時に明記ください。 

●ブース協賛 

企業様による展示/PR（3日間） 
：　350,000円（税別）※仕様① 
：　300,000円（税別）※仕様② 

NPO/NGO団体様による展示/
PR（3日間） 

：　  35,000円（税別）※仕様① 
：　  30,000円（税別）※仕様② 
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②体験ブース出展募集 

●障がい者スポーツを始めとする体験スペースをご利用いただけます。 

ケヤキ並木およびイベント広場で、障がい者スポーツ体験や新しいモビリティ体験スペースを
設け、ブラインドサッカー世界選手権を機に新たな世界へ触れていただける場を提供します。 

●体験ブース概要 
【エリアサイズ】 

  ① 20m × 20m 
  ② 20m × 8m 
  ③ 50m × 5m 
  ④ 40m × 15m （※障害物あり） 

【貸出備品】　・テント（間口 2.7m × 奥行3.6m（テント1張を2出展で使用）） 
 　　　　・長机（1,800mm × 600mm）　 2台 

　　　　　　　・パイプ椅子  　　　　　　　　 4脚 
※別紙「出展規約」に定める各規定を遵守していただくことが出展の条件となります。 
※出展可能日をお選びいただき、ご応募ください。 

日数 体験スペース実施候補日 

１日 

2014年11月22日（土） 

2014年11月23日（日） 

2014年11月24日（月・祝） 

２日間 
2014年11月22日（土）～23日（日） 

2014年11月23日（日）～24日（月・祝） 

３日間 2014年11月22日（土）～24日（月・祝） 



                  ブラインドサッカー世界選手権”BLIND2014” 

出展規約 
●出展者は、本出展規約ならびにそれに準ずる規約書に定める規定を遵守することができ、また、当協会の掲げるビジョ
ンにご賛同いただける企業・団体の方に限定させていただきます。 
 
●出展者説明会・提出物について 
・2014年10月22日（水）に実施予定の出展者説明会に必ずご出席いただきます。 
・事前の提出書類等は、遅滞なく、速やかにご提出いただきます。 
 
●出展について 
・展示、販売はすべてテント内で行っていただきます。テントの面積を超える展示・販売はしないなど、指定の形式を遵
守してください。  
・周囲に対して美観を損ねたり、風紀を乱す行為はお断りいたします。 
・マイク、拡声器または音楽などの大音量での使用はできません。 
・節度を超える勧誘行為はご遠慮ください。チラシ等の手配りはできません。※予め主催者より許可したものは除く 
・配布物、販売品などについて、極力ゴミを発生させないようにご注意ください。 
・その他、公園管理事務所、事務局より指示があった場合は、それに従っていただきます。 
・荷物の留置については、各出展者の責任となります。  
・イベント開催中、野外音楽堂にて音楽イベントが行われる予定のため、予め音が発生することについてご了承ください。 
・企業ロゴなど、ブランド掲出は制限がございます。掲出箇所、方法については公園管理事務所、事務局からの指示に従
っていただきます。 
・電源を使用される場合はお申し込み時に必要電源容量を申請ください。なお、電力に制限がありますため、必要最小限
に押さえていただき、電力配分が可能であるか事務局にて検討の上連絡致します。 
※持込みの発電機の使用は禁止致します。ただし、太陽光パネル発電機などを使用したバッテリーなどは事前申請をいた
だければお持込み可能です。使用用途も事前申請にて明記ください。 
 
●販売禁止品について 
以下の物品の販売はできません。また、販売物に関しては事前に申請していただきます。 
予めご了承ください。 
  
・危険物や法律にふれるもの 
・飲食物　※予め主催者より許可したものは除く 
・化粧品など、保健所/厚生省による規制対象品　※予め主催者より許可したものは除く 
・その他、開催主旨に不適当と思われるもの  
 
●損害責任について  
・出展者間及び出展エリアでの対人・対物のトラブル、食中毒などの食品衛生管理について発生する損害等については、
当該出展者の責任とし、主催者はその責任を負いません。 
・天災等、不可抗力の原因での会期変更、または開催中止によって生じた損害等については、補償しません。  
 
●出展者の選定について 
出展の可否等に関する選考は、ブラインドサッカー世界選手権2014実行委員会・事務局により行います。なお、選定結
果のお問い合わせについては、一切お答え致しかねますので、予めご了承願います。  

●応募方法 
●応募方法：以下のＷｅｂフォーム、もしくは申込用紙に必要事項を記入の上、FAXにてお申し込みください 
　ＵＲＬ：http://bit.ly/worldchampionship_event_application 
●応募締切：2014年10月10日（金） 
　　　※応募締め切り前に出展数が規定に達した段階で受付終了となる場合がございます。あらかじめご了承ください。 
 
●特定企画書：出展内容に以下のものが含まれる場合は、該当する申請書を別途ご提出ください。 
　　　Ａ.食品販売内容申請書　　　　　　　　　　　　　Ｂ.化粧品・石けん等・肌に付着する類の販売内容書 
　　　Ｃ.マッサージ他、施術関係の出店申請書　　　　　Ｄ.ワークショップ申請書 
 
●選考結果につきましては2014年10月16日（木）にご連絡いたします。出展料につきましては、選考結果通知後、
10月末日までにお振込いただきます。 
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スケジュール 
●イベント本番までのスケジュール 

日時 日程 
2014年10月10日（金） 応募締め切り 
2014年10月16日（木） 選考結果通知 
2014年10月22日（水） 出展者説明会 
2014年10月下旬 出展に関する資料提出/出展料振込み 

●設営および撤収 
●搬入時間： 

日時 車両 手持ち 

11月21日（金） 午後より 
（詳細時間は別途提示） 

午後より 
（詳細時間は別途提示） 

11月22日（土） × イベント開始前 
11月23日（日） × イベント開始前 
11月24日（月・祝） × イベント開始前 

日時 車両 手持ち 
11月22日（土） × イベント終了後 
11月23日（日） × イベント終了後 
11月24日（月・祝） × イベント終了後 

11月25日（火） 午前中 
（詳細時間は別途提示） × 

●搬出時間： 

【搬出入についての注意事項】 
 
●荷物の搬出入時は必ずドライバー・スタッフの複数人での作業をお願い致します。 
 
●入場時は必ず事前配布された車両証をダッシュボードの見える位置に掲出してください。 
 
●車両証は各出展者につき1枚発行致します。他の出展者への貸与、複製は禁止致します。 
 
●搬出入時に必要な台車等は各出展者にて準備をお願い致します。 
 
●車両による搬出入作業は規定の時間に従って実施してください。 



                  ブラインドサッカー世界選手権”BLIND2014” 

１．基本情報 
参加団体名/ 
グループ名 

代表者名  
 

住所 〒　　　-　　　 
 

担当者名  
 

電話  
 FAX: 

Email  
 

ホームページ   

販売/出展 
内容 

 
 
 
 
 
 

出展枠 
□　350,000円　※企業様による展示/PR（3日間）仕様① 
□　300,000円　※企業様による展示/PR（3日間）仕様② 
□　  35,000円　※NPO/NGO団体による展示/PR（3日間）仕様① 
□　  30,000円　※NPO/NGO団体による展示/PR（3日間）仕様② 

２．出展に関して 

長机/イス 追加レンタル レンタル長机　　　　　　　台 
パイプイス　　　　　 　　　脚 

その他備品レンタル  
 

電力利用 □利用する　　　　　□利用しない 
※利用する場合：　　　　　　W 

搬出入の車両利用 □使用しない　　　使用する　□21日（金）　□25日（火） 
車両情報 車種： ナンバー： 
運転手情報 氏名： 携帯電話番号： 

IBSA ブラインドサッカー世界選手権　 
代々木公園イベント（仮称）　出展参加申込書 
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お申込み・お問い合わせ 
ブラインドサッカー世界選手権2014実行委員会　事務局（担当：大坪） 

〒169-0073　東京都新宿区百人町1-23-7　新宿酒販会館2階 
電話：03-6908-8907/FAX：03-6908-8908/E-mail: info@b-soccer.jp 

申し込み締め切り：2014年10月10日（金）　 

以下に出展内容および今回参加される趣旨を詳細にご記入ください。予め申請のない物品販売、展示は行え
ませんので、記載漏れのないよう、ご注意ください。また、規約に定める事項、ならびに次の規定を順守いた
だきますよう、ご協力お願いいたします。 
・法律公序良俗に反する行為・火気の使用　　　　　　　　　 ・開催趣旨に反すると判断される行為 
・マイク、拡声器または音楽等、音が発生するものの使用　　  ・節度を超える勧誘行為 
・会場へ損傷を与える、ないし臭気が残留する行為、設置物　 ・会場の一般来場者の迷惑となる行為　　　　　　　 

出展内容 

IBSA ブラインドサッカー世界選手権　 
代々木公園イベント（仮称）　出展参加申込書 

出店に関するご相談などございましたら、ご記入ください。  

４．クイズラリー参加に関して 
クイズラリーへの参加を希望しますか？ □ 希望する　　　□ 希望しない 
出題内容 

回答提示方法（パネル展示、口頭による説明など） 

※クイズラリーへの参加可否は出展可否と合わせてご連絡致します。 

３．出展内容 

５．出展に関するご相談 


