【特別企画】
事前申込み不要

ラグビーワールドカップ2019™、
東京2020オリンピック・パラリンピックに

「集まろうぜ。」

11月8日・9日 東京国際フォーラムに
アスリートがやってくる！!

オリンピアン

アスリート

パラリンピアン

齋藤⾥⾹氏

マクドナルド⼭本恵理氏

上原大祐氏

ウエイトリフティング

パラパワーリフティング

photo by Nishioka

パラアイスホッケー

世界選手権 2005年から
3大会連続出場

元スレッジホッケー
カナダ⼥⼦代表メンバー

北京2008オリンピック 6位入賞

⼥⼦55kg級 IPC日本記録保持者

平昌2018冬季パラリンピック冬季大会 出場
バンクーバー2010冬季大会 銀メダリスト
トリノ2006冬季大会 日本代表
世界ランキング4位

中学時代は陸上部に所属、高校で
ウエイトリフティングを始めると、
次々と高校記録を塗り替えるほどに
才能が開花、大学進学後も日本新記
録を樹⽴するなどの好成績を残す。
北京2008オリンピックでは、日本新
記録となる122㎏を挙げる。

生まれつき二分脊椎という障害があ
り、小学校3年生の時から⽔泳を始め
る。その後、カナダに留学しスレッ
ジホッケーに出会い、カナダ⼥⼦代
表メンバーに選ばれる。日本に帰国
後、現在は東京2020パラリンピック
出場を目指しパワーリフター「マッ
ク」として毎日トレーニングに励む。

2013年に⼀度引退し、NPO法人「D-SHiPS32」
を⽴ち上 げ、 障がい をもつ ⼦ども とその 親の サ
ポートや、障がい者向け商品のアドバイザーなど
の活動をスタート。2016年10月よりNECに入社
し、東京オリンピック・パラリンピック推進本部
障がい攻略エキスパートとして従事。2017年現
役・日本代表に復帰した。2014年にIPCが発表し
た「パラアイスホッケー競技の歴史におけるトッ
プ10プレイヤーに選ばれている。

アスリートや組織委員会の各種セミナーをはじめ、パラパワーリフティングやボッチャなどの
体験会、そして、記念品がもらえる企画・展⽰。様々なイベントをご⽤意しています。
※NECは東京2020オリンピック・パラリンピックゴールドパートナー（パブリックセーフティ先進製品＆ネットワーク製品）です。

11・8thu・9fri. 10:00〜18：00

主催：NUA,NEC

東京国際フォーラム（有楽町）B1Fロビーギャラリー

出展：ラグビーワールドカップ2019組織委員会

東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

ラグビーワールドカップ2019™、東京2020オリンピック・パラリンピックに「集まろうぜ。」

ラグビーワールドカップ2019組織委員会

来年はスタジアムで盛り上がろう！
・大会準備状況や釜石鵜住居復興スタジアムこけら落としについて(講演)
・ラグビーワールドカップの歴史、日本大会の紹介（展⽰）
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東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

アスリートの活躍や観客の感動を支える取組みを知り、
大会を楽しもう！

・オリンピアン齋藤様のウエイトリフティング、
東京2020大会出場を目指すマクドナルド⼭本様の
パラパワーリフティング実演
★東京国際フォーラムは本大会の会場です

ウエイトリフティング

齋藤⾥⾹氏

・気になる暑さ対策や交通混雑への対策(講演)

組織委員会合同企画

パラパワーリフティング

マクドナルド⼭本恵理 氏

ラグビーワールドカップ2019日本大会と
東京2020大会が目指すレガシー対談

NEC企画

大会の安全・安心に向けたNECの活動と、
スポーツを通じた共生社会の実現への挑戦をご紹介します！
・パブリックセーフティソリューション展⽰
・平昌2018冬季パラリンピック出場 上原大祐(講演)
・パラリンピック競技 ボッチャのご紹介とプレー実況
NECは東京2020オリンピック・パラリンピックゴールドパートナー（パブリックセーフティ先進製品＆ネットワーク製品）です。

ID登録画面を提⽰して
ピンバッジをGETしよう！
ラグビー
ワールドカップ
ピンバッジ
ラグビーワールドカップ2019組織委員会

東京2020大会
エンブレム入り
ピンバッジ

バルセロナ1992大会
バレーボール6位入賞
アジアの壁3m52cmに挑戦！

NEC

上原大祐

NEC

大竹秀之

〜東京2020組織委員会

企画〜

あなたの家に眠っている携帯電話等が
東京2020大会のメダルになります。
ぜひ会場へお持ち下さい！

東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

※既に登録済の方にも差し上げます。※なくなり次第終了となります。ご了承ください。

体験しよう！

東京2020オリンピック・
パラリンピック競技大会に
「NECの顔認証システム」を納入

ラグビーワールドカップ2019™日本大会
ボランティア募集に
「NECのボランティア支援サービス」を納入

地下2F（展⽰会場）で
デモをご覧いただけます

安全・安心な大会の成功、そして、
スポーツを通じて共生社会の実現に
貢献をするNECの取組みをご紹介

https://jpn.nec.com/ad/2020/

「集まろうぜ。」ステージ

講演スケジュール
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ラグビーワールドカップ2019、
東京2020大会に向けたNECの取組み
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JR2019

ラグビーワールドカップ2019に向けて
〜大会開催準備の現況〜

JR2019

チケッティング＆マーケティング局
広報コミュニケーション部⻑ 楠本淳氏

東京2020組織委員会

２つの世界的スポーツ大会が目指すレガシー
JR2019 レガシー部 部⻑ 本田祐嗣氏
アクション＆レガシー部 課⻑ 佐々木啓二氏

東京2020組織委員会

東京2020組織委員会

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を
会場で観戦しよう！〜TOKYO 2020 ID登録〜
マーケティング局

チケッティング部⻑

鈴木秀紀氏

NEC
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ラグビーワールドカップ2019、
東京2020大会に向けたNECの取組み
JR2019

BEYOND2019

〜ラグビーワールドカップを契機とした日本と世界のつながりについて〜

JRFU連携･レガシー局 JRFU連携部⻑

福島弦氏

NEC
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ラグビーワールドカップ2019、
東京2020大会に向けたNECの取組み

「ボッチャ選抜甲⼦園」優勝チームと競演

〜パラリンピックスポーツを通じた共生社会実現への取組み〜
東京オリンピック・パラリンピック推進本部
障がい攻略エキスパート 上原大祐氏

東京2020組織委員会

東京2020大会に向けたTDM推進プロジェクト

〜大会中、道路や鉄道が混雑しないためにできること〜
輸送局 輸送調整部⻑ 大澤雅章氏

NEC

ラグビーワールドカップ2019、
東京2020大会に向けたNECの取組み

東京2020組織委員会

北京2008オリンピック
ウエイトリフティング 6位入賞
齋藤⾥⾹氏
パラパワーリフティング
マクドナルド⼭本恵理氏

アスリート対談・実演

東京2020組織委員会

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に
おける暑熱対策

大会運営局 大会運営企画部⻑ 江川哲雄氏

NEC

平昌2018冬季パラリンピックに出場して
バンクーバー2010冬季パラリンピック
銀メダリスト 上原大祐氏

東京2020組織委員会

みんなで踊ろう！東京五輪⾳頭-2020-

NECは東京2020オリンピック・パラリンピックゴールドパートナー（パブリックセーフティ先進製品＆ネットワーク製品）です。

東京2020組織委員会
■東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を会場で観戦しよう！ 〜TOKYO 2020 ID登録〜

東京2020大会では、より多くの方々に、人生の財産となる⼀生に⼀度の観戦機会をご提供するため、チケット販売の準備を進めています。
会場での観戦を通じて、アスリートの皆さんがベスト・パフォーマンスを出せるような熱狂空間を作る⼀人になりましょう。
その第⼀歩として、チケット購入に必要なIDの登録方法などについてお話しいたします。

■東京2020大会に向けたTDM推進プロジェクト 〜大会中、道路や鉄道が混雑しないためにできること〜
東京2020大会では、選⼿など大会関係者の円滑な輸送と市⺠生活や経済活動の両⽴を目指しています。
大会中の関係者輸送全体の概要をお⽰しし、鉄道、道路が混雑しないために出来ることを市⺠の目線を交えてお話しいたします。

■東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会における暑熱対策

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、観客・大会スタッフ・選⼿に対する会場施設面、
予防・救護面、情報提供面など、熱中症発生の低減を目指した暑さ対策のポイントと検討状況についてご説明いたします。

JR2019

※JR2019とはラグビーワールドカップ2019組織委員会の略称です

■BEYOND2019 〜ラグビーワールドカップを契機とした日本と世界のつながりについて〜
ラグビーワールドカップ最大の特徴は、Local（開催都市）とGlobal(参加20チーム、40万人の海外からの渡航者)がつながる事にあります。
ラグビーというスポーツを通じて、様々な国際交流が生まれるとともに、地方が世界とつながる契機とする必要があります。
中でも、人口3.5万人岩⼿県釜石市のRWC2019開催は、その象徴となります。2019年以降も⾒据えた大会運営の在り方などについてお話いたします。

■ラグビーワールドカップ2019に向けて

〜大会開催準備の現況〜

大会まで1年を切り、準備も最終段階に入っております。順調に進んでいる組織委員会の活動状況についてご報告いたします。

NEC
■ラグビーワールドカップ2019、東京2020大会に向けたNECの取組み
2年連続して日本で開催される国際的スポーツ大会の安全・安心に向けたNECの活動と、スポーツを通じた共生社会の実現への挑戦をご紹介します。

■「ボッチャ選抜甲⼦園」優勝チームと競演 〜パラリンピックスポーツを通じた共生社会実現への取組み〜
8月に開催した「第３回全国ボッチャ選抜甲⼦園」優勝校の府中けやきの森学園の選⼿の皆さんに、
実演を交えながらボッチャの魅⼒をお伝えいただきます。また、パラリンピックスポーツ推進を通じた共生社会実現へのNECの取り組みをご紹介します。

■平昌2018冬季パラリンピックに出場して
平昌2018冬季パラリンピックに参加して、感じたことや、今のパラリンピックの課題、2020年が「おしい」JAPANにならないために、
皆さんで今からできる事をお話ししたいと思います。是非、iEXPOをスタートにもっと良い2020をみんなで作りましょう。

