
主催：楽SPO FESTA in上海 実行委員会

日中国交正常化45周年記念

第2回
インターナショナル

楽SPO フェスタ

— 企業対抗スポーツの祭典 in上海 2017  —

【大会概要資料】



楽SPO フェスタ とは
『日中友好』『お祭り』『ファミリーデー』 『社会貢献』をテーマとした企業対抗スポーツの祭典です。

昨年開催しました楽SPOフェスタの基本的な考え方はそのままに、さらに皆様に気軽に参加ができる、楽しく、
有意義なスポーツ大会＆ファミリーデーの要素が満載です。

今年は「日中国交正常化45周年」という節目の年です。さらなる日中の相互理解を深める目的で「地方自治体紹介ブース」

を設置し、中国の皆さまに日本の魅力について発信いたします。

また、本イベントを通じて、企業内外の交流を促し、企業活動を盛り上げ、日中友好の輪を広げます。

参加費・協賛費の一部は”宋庆龄基金”（子供の教育や学校建設の支援等）に寄付することで社会貢献に繋げてまいります。

※下記写真は第1回大会のもの



スポーツを通じた日中友好を目的に、本年10月28日（土）、11月4日（土）、5日（日）に企業対抗の「日中国交正常化45周年

記念 第2回インターナショナル楽SPO フェスタ ー企業対抗スポーツの祭典 in上海 2017ー 」を開催いたします。綱引き、駅伝、

バスケットボールをはじめとする13種類（仮）のスポーツに企業・団体ごとにご参加いただき、日中関係、企業の社員関係、ご家

族の絆をさらに強めるためのイベントにしたいと考えております。

本年は日中国交回復から45年という節目の年です。両国は一衣帯水の友好国家であり、今を生きる私たちは、今の友好関係を

築きあげた先輩方の意思を引き継ぎ、さらにより良い関係構築に力を尽くすべきだと考えます。本イベントの開催は微力ながらも日

中両国の相互理解の促進に繋げたいという思いが根底にあります。今回は日本の地域自治体ブースを設置し、中国の方が知らない日

本の姿を紹介することで、両国が明るい未来を歩む一助を担えればと思っております。

また、社員様とそのご家族の皆様にご一緒にご参加いただくことにより、社内・外の交流を活発化させるだけでなく、楽しんでい

ただき、多くの笑顔を生み出し、心に残り続けるイベントとなるよう尽力いたします。今回の参加費の一部は”宋庆龄基金”に寄付

することで、中国社会への恩返しもしたいと思います。さらに、会場には日本の縁日のような出店やお子様が遊べるキッズスペース

を設け、お祭り気分を醸成し、ご家族でもお楽しみいただけるようにいたします。

「社内コミュニケーションの円滑化」「企業の威信発揚」「家族団らんの機会提供』等、ご参加される企業の目的は様々かと存じ

ます。日系企業を盛り上げる一大イベントにしたいと思っておりますので、奮ってご参加いただけますようお願い申し上げます。

なお、今回実行委員を務めさせていただきます上海ラクトコンサルティングは「体験を通じて、世界に楽しみ・笑顔・感動をプロ

デュースする」を事業ミッションとし、多くのスポーツ大会や社内運動会などの企画・運営をしてまいりました。これらの経験を通

じて、スポーツには国境を越え、人を笑顔にし、感動を与え、その輪を広げ、楽しませる力があることを感じております。 今回、

皆さまのお力添えをいただきながら、日中友好の輪を広げる何らかのお役に立てればと考えております。

楽SPO FESTA in 上海 実行委員長 今宮徳洋

楽SPO フェスタへの想い



1、スポーツを通じ、楽しみ・笑顔・感動をプロデュースする。

2、日本の紹介を通じ、日中の相互理解を促進させる。

3、国籍を超えて、スポーツ文化の交流を促進させる。

4、企業内外の交流を生み出し、社会を活性化させる。

5、募金活動を通じ、中国社会に貢献する。

マーケティング活動・
情報発信

募金活動

ビジネスマッチング
新たなネットワーク形成

「楽SPO フェスタ」

競技の勝敗を争うだけでなく、

中日スポーツ文化の交流を促進したり、

企業同士の交流も促す

「スポーツフェスティバル」

ビジネスブース

協賛企業の展示会
やイベント

地域自治体
の紹介

社会貢献

日中相互理解促進

楽SPO フェスタのコンセプト



楽SPO フェスタの活用方法

新たな福利厚生

としての活用

・毎年行っている社員旅行が

マンネリ化してきた。

・社員同士を結びつけるイベント

を行いたいが何をしたら良いか

わからない。

自社製品・サービスの

PRの場としての活用

・自社の商品を多くの人に

PRしたい。

・他社との交流の機会が

欲しい。

楽SPO フェスタ は福利厚生や社内・社外交流ツールとしてご活用いただけます。

社員・仲間と一緒に
盛り上がれる！

様々な企業や人と
繋がりを持てる！

健康増進に
繋がる！

ご家族みんなで
楽しめる！

社員の絆が深まり、
社内が活性化する！

ビジネス機会が
生まれる！

心身ともに
元気になる！

ご家族が喜ぶ！
家族の思い出が増える！

健康意識を高める

機会としての活用

・普段ほとんど運動をしない。

・社員の健康管理の一環として

健康の重要さを再認識

させたい。

ファミリーデー

としての活用

・家族を巻き込んでイベントを

やりたいという思いはあるが

自社での開催は難しい。



昨年の大会について

□第1回大会（実績）

■ 参加企業数、選手数：52社、約2,000名

■ 来場者数：約4,000名（応援者、ご家族含む）

■ 日程：2016年10月22日（土） 、29日（土）

■ 会場：浦東新区源深体育中心

■後援：在上海日本国総領事館、上海日本商工倶楽部、
上海市体育局、中華環境保護基金会

楽SPO FESTA in 上海 実行委員長：今宮より

2016年の大会では「日中友好・スポーツ・お祭り・
植林」をテーマに50社超の企業様のご参加を頂き、
誠にありがとうございました。皆さまのご協力の
おかげで盛会の内に閉幕を迎えることができました。

この大会を通し、社員様・会社の団結を強めると
ともに、募金活動を通した中国社会への恩返しを
行ってまいります。

第1回大会総合順位（～ベスト8）

・第5位：佳能感动之队
・第6位：TOPPAN SHANGHAI
・第7位：关西毡子-活力之队-
・第8位：双日上海

・総合優勝：近铁中国集团队
・第2位：松下队
・第3位：理光之队
・第4位：YONEX



昨年参加企業＆協賛企業 ※順不同



第1回大会（2016年10月29日開催）では52社、約4000名の方々にご参加をいただきました。

先週末の楽SPOフェスタではたくさんの企
業が参加され盛大に開催されていて大変驚
きました。
その分主催者みなさんのご苦労もたくさん
あったかと思いますが、弊社参加したメン
バーも大変楽しめたようで本当に有難うご
ざいました。

また次回開催されるようでしたら是非参加
したいと思いますのでご案内頂ければと思
います。

昨年大会参加者の声

今回参加させていただき、楽SPO
フェスタの規模がとてつもなく大きい
ことを実感いたしました。

作成頂いた横断幕、旗、パンフレット
で少しでも多くの中国の方に自社を
知っていただく良いきっかけができ、
大変嬉しく感じております。

また、日本でもなかなか接する機会が
ない日系企業の皆さんとスポーツをし、
交流を深める機会は初めてでしたので、
とてもよい刺激になりました。

弊社社内での参加人数は予想よりも
少なかったですが、楽SPOフェスタを
通じて、社内間の交流が深まったこと
は確かですので、来年はもっと多くの
社員、特に中国人社員にたくさん参加
してもらうよう、工夫をしていきたい
と思います。

参加させて頂き、感謝申し上げます。
私も広州出張から戻りお昼から参加
致しました。
メンバーとは来年はもっと大人数で
参加したいねと話していたところです。

盛大な運動会に参加をさせていただき
ありがとうございました！

総経理始め弊社の中国人社員たちも
仕事中には見ない盛り上がりを見せて
くれたりとチームビルディングには
非常に良い機会でした。

私たちも普段体験のできない貴重な経験を
させていただけましたので、今回の
ラクト様の企画に感謝です。

昨月18日に着任以来、経験のなかった
いろいろな仕事に追われて 少しストレスが
たまった所で、楽SPOフェスタに参加させて
もらい、 従業員と一緒に、短時間ですが
バスケットボールや綱引きに出て
ストレスを発散させる事ができました。
こちらこそありがとうございました

また、次回も従業員と一緒に参加できればと
思っております。

スポーツは人と人の距離を一気に縮める力
があるんだなと実感いたしました。

難しいとは思いますが、来年は二人三脚、
玉入れ、障害物競争等、運動会種目も設定を
したら面白いのではないのかなと思いました。

また、試合が終了してしまうと綱引きまで
時間が空いてしまうので、そのあたりの工夫を
いただきたいのと、朝早くから夜も遅いため、
もう少し時間を短縮できたらありがたいです。
ぜひ来年も参加したいと思います！



今年の大会について

■キーワード
日中友好、お祭り、ファミリーデー、社会貢献

■想定参加企業数、選手数
約100社、3,000名

■想定来場者数
約5,000名

■日程
2017年10月28日（土）
2017年11月04日（土）
2017年11月05日（日）

■会場：
10月28日（土）：未定（上海近郊のゴルフ場）
11月4日（土） ：未定（各競技項目は別々の会場で行う予定）
11月5日（日） ：江湾体育场（杨浦区淞沪路234）



大会内容について

●13種目＋特別種目

ゴルフ、バスケットボール（3on3）、フットサル、テニス、

バドミントン、卓球、ボウリング、ビリヤード、ダーツ、

オリエンテーリング（定向赛）、駅伝、綱引き、10人11脚

特別種目：エンジョイマラソン（1.5km、5km）

競技

（全13種目

＋特別種目）

●日本の地方自治体紹介ブース（新設）

特産品、観光地・ゆるキャラ紹介等

付帯企画

イベント

●ビジネスブース

自社商品紹介

●キッズスペース

お子様用遊具

●ショー

和太鼓、ウルトラマンショー等

●グルメブース

各種屋台

●当日参加型ゲーム

親子競技、大声自慢大会等

●ゆるキャラコンテスト

ゆるキャラ紹介



・多種多様な競技を実施！

・合計13競技＋特別種目（仮）を
実施します。

・各競技別ならびに
総合順位を決定します。

・エントリーは1競技からOK！
1競技に複数チームエントリー
することも可能です。

・開催日が異なる競技であれば
複数競技へのご参加もOK。

（次ページ参照）

・競技によっては
・真剣リーグ（経験者）と
・エンジョイリーグ（趣味程度）
の2つのリーグに分けます。

・競技によっては性別や年齢によって
ハンディキャップが設定されます。

開催予定競技一覧

1、ゴルフ 2、3on3 3 、フットサル

5、バドミントン 6、卓球 7、ボウリング 8、ビリヤード

9、ダーツ 10、オリエンテーリング 11、駅伝 12、綱引き

13、10人11脚 特別種目：エンジョイマラソン（1,5km、5km） ※家族やお子様等、どなたでもご参加可能

4、テニス



開催予定競技日程

日程 種目
チーム
人数

その他

1
10月28日㈯
ゴルフデー

ゴルフ 2 2名1組。平均スコアにて競う。ダブルペリア方式。

2

11月4日㈯
競技デー

バスケットボール（3on3） 3～5 交代要員は2名まで。女性の得点は2点とカウント。

3 フットサル 5～10 交代要員は5名まで。女性の得点は2点とカウント。

4 テニス 2 ダブルス制。

5 バドミントン 2 ダブルス制。

6 卓球 2 ダブルス制。

7 ボウリング 4 スカッチダブルス✕2組の合計スコアにて競う。

8 ビリヤード 2 ダブルス制。エイトボール方式。

9 ダーツ 2 ダブルス制。カウントアップ方式。

10

11月5日㈰
フェスタデー

オリエンテーリング 5 目的地まで辿り着くスピード、課題のクリア数を競う。

11 駅伝 2600m×6 6 6名で襷を繋ぐ。

12 綱引き 10～20 男性1名と女性2名を同じ数としてカウントする。

13 10人11脚 10 選手は横1列に並び、足を縛る。

特別

ゆるキャラと走る
エンジョイマラソン 1.5km 

1 親子でのご参加も大歓迎！順位は付けません。

エンジョイマラソン 5km 1 順位は付けません。



スポーツ競技以外にも、選手・応援問わず楽しめるイベントが盛りだくさん！

多様なイベント1

自治体・観光ブース

日本の各地自治体による、ブース出展をご用意。
観光地紹介や特産品の試食も予定しています。
知られざる地方の魅力について発信します。
あのゆるキャラも参加するかも！？

エンジョイマラソン 5km

5kmのエンジョイマラソンを開催します。
順位は付けずに、走る楽しさを感じていただきます。
老若男女問わず、皆さん一緒に参加しましょう！

入場行進

全参加チームによる、入場行進を行います。
各チーム名が入った横断幕をご用意し、
大会旗を振りながら入場していただきます。
非日常感を演出し、素敵な思い出作りに貢献します。



多様なイベント2

ゆるキャラと走るエンジョイマラソン 1.5km

くまモンやゆるキャラ達とマラソンを行う予定です。ご家族と一緒に
ゆるキャラと走ることを楽しめます。順位はつけません。

ゆるキャラコンテスト

競技に参加しないご家族にもイベントを楽しめるように
ゆるキャラコンテストも予定しています。ゆるキャラの
可愛い姿を見ながら盛り上がりましょう。



多様なイベント3

キッズブース

お子様用のキッズブースをご用意。
射的にヨーヨーすくい、トランポリン、輪投げ、
キッズボウリングに金魚すくいなど。
お子様も時間を忘れて楽しんでいただけます。

グルメブース

その場で作る熱々お料理を召し上がれ！
定番の焼きそばをはじめ、皆が大好きな唐揚げや
たこやき、カレー、フライドポテトにおでん等。
これぞ屋台というメニューを揃え、お祭りの
雰囲気をご家族皆様で楽しんでいただけます。

各種ショー

ウルトラマンショーならびに撮影会や
迫力満点の和太鼓演奏、キッズたちの可愛い
チアリーディング、ジャズ演奏など。
1日中ワクワクが止まらないイベントの数々をご用意。



多様なイベント4

ビジネスブース

ご協賛いただいた企業様にはブースをご用意、
自社のサービスや商品について紹介が可能です。
他社との交流の機会としてもご活用いただけます

（ご協賛プランは別途資料がございます）

表彰式

各競技ならびに総合での成績優秀チームには
表彰式の際に表彰いたします。総合優勝チームには
楽SPO FESTAオリジナルの「優勝旗」を贈呈！
上海スポーツナンバー1カンパニーの証として、
社内にて1年間飾っていただけます。（翌年お返しいただきます）

お子様当日参加型イベント

当日会場へいらっしゃるお子様にも
楽しんでいただけるよう、事前申請不要の当日参加型
イベントを実施します。
お気軽にご参加いただけます。



フェスタデー日程について
3日目：フェスタデー 11月5日（日）

競技トラック内 競技トラック外 各種イベント
その他

企業・自治体ブース キッズブース フードブース

9:00 入場行進

企業ブースや

自治体ブースを

設置。

商品展示・販売や

試食コーナー

もご用意。

（予定）

輪投げや

ボールプール、

トランポリン等

ご用意。

各種

お料理を

ご用意。

9:30 開会式

10:00

10:30 ゆるキャラと走る
エンジョイマラソン

1.5km11:00

11:30

駅伝
オリエンテーリング

ウルトラマンショー

12:00

12:30

13:00 エンジョイマラソン
5km

ゆるキャラコンテスト

13:30

14:00 10人11脚 その他

14:30

綱引き15:00

15:30

16:00 表彰式



お申し込み条件について

１

２

３

所属企業やサークル団体など、任意でチームを作り、参加できます。
企業・クラブ・サークルなど団体の種類は問いません。
組織のOBやご家族、顧客などの参加も可能です。
チームごとにおそろいのユニフォームを着用してください。
日程が異なる競技であれば、同一人物の複数競技エントリーも可能です。

参加企業数：100社、参加者数：5000名（予定）

大会参加条件

大会は雨天決行です。

但し、台風や嵐などの荒天の場合には、大会主催者の判断または競技運営者の
判断で中止とする可能性があります。中止の場合は、大会オフィシャルサイト
に掲示、または競技会場で通達、または事務局より各参加企業（団体）の代表
者様に中止の連絡をいたします。また、急激な天候の変化により、大会の継続
が難しいと判断した場合、大会を中止とすることがございます。

大会締切日までのキャンセルの場合、全額返金いたします。
それ以降のキャンセルの場合は返金はいたしません。

キャンセル規定について

天候について



お申し込み費用について
NO. 日程 種目

チーム
人数

参加費用 / 人
条件説明

早割 普通

1
10月28日㈯
ゴルフデー

ゴルフ 2 ￥ 400 ￥ 450 1) エントリー受付期間：現在〜9月15日(金)

2) 早割期日：現在〜2017年8月18日(金)
8月18日(金)までにお申込み・お振込み
頂いた場合に、早割料金が適用されます。

3) 基本はチームでのお申し込みとなります。
定められたチーム人数に基づいてお申し込
みください。

4) 11月4日(土)の競技項目は全て同時進行の
ため、１名の参加者につき、１種目にしか
エントリーすることができません。

5) 11月5日の競技項目はスケジュールに合わせて
1名の参加者につき、複数種目に
エントリーすることができます。

6) 1.5kmと5kmマラソンは参加枠が限られて
いますので、他の競技に参加する前提で
マラソンの参加枠が与えられます。
マラソンのみエントリーすることは
ご遠慮ください。

（他競技参加者数＝マラソン参加枠）

7)   上記の料金には大会への参加費の他、
大会期間中に開催される全ての競技外

イベントへのご参加、大会公式パンフレット
へのチーム紹介、チーム旗、スポーツ保険

（事前申請者のみ）が含まれます。
保障内容／怪我：最大1万元。
障害が残る場合：最大10万元。

2

11月4日㈯
競技デー

バスケットボール（3on3） 3～5 ￥ 400 ￥ 450

3 フットサル 5～10 ￥ 400 ￥ 450

4 テニス 2 ￥ 400 ￥ 450

5 バドミントン 2 ￥ 400 ￥ 450

6 卓球 2 ￥ 400 ￥ 450

7 ボウリング 4 ￥ 400 ￥ 450

8 ビリヤード 2 ￥ 400 ￥ 450

9 ダーツ 2 ￥ 400 ￥ 450

10

11月5日㈰
フェスタデー

オリエンテーリング 5 ￥ 200 ￥ 225

11 駅伝 2600m×6 6 ￥ 200 ￥ 225

12 綱引き 10～20 ￥ 200 ￥ 225

13 10人11脚 10 ￥ 200 ￥ 225

特別

ゆるキャラと走る
エンジョイマラソン 1.5km 

1 ￥ 100 ￥ 100
・ゼッケンがない場合は参加不可。
・小学生以下は参加費用無料（要予約）。

エンジョイマラソン 5km 1 ￥ 100 ￥ 100



お申し込みの流れについて

公式サイトで申請

大会公式サイトよりお申し
込みください。
※ホームページ現在準備中。
参加費のお支払い確認をも
って参加申し込み完了とな
ります。
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。

早割期日までに振込み

8月18日（金）までにお申
し込み・お振り込みを完了
された場合のみ、大会参加
料金として早割料金が適用
されます。

受付終了

9月15日（金）をもって申し
込み受付終了とします。
申し込み状況によっては締切
を早める場合があります。

代表者が説明会参加

ルール説明のために代表者
会議を実施します。
実際の会場にて入場行進の
流れも確認します。各企業
から1名はご参加いただけ
ますようご協力をお願いい
たします。

申し込み
受付

早割受付
締切

受付
締切

代表者会議 大会当日

大会をお楽しみ下さい

10月28日（土）、11月4日
（土）、5日（日）大会開催！
当日は競技に当日イベント等
お楽しみください。



実行委員会について

■ 主催： 楽SPO FESTA in 上海 実行委員会

■ 後援:

上海ラクトコンサルティング（上海乐连商务咨询有限公司）

メディア漫歩（上海漫歩創媒広告有限公司）

ワンダースター（上海良星造像信息技术有限公司）

在上海日本国総領事館

上海日本商工倶楽部

日本政府観光局（JNTO）上海事務所

上海市体育局



お問合せについて

楽SPO FESTA in上海 実行委員会事務局

◯楽SPO フェスタ 大会オフィシャルサイト

http://www.rakuto.com.cn/festa（準備中）

Email：info@rakuto.com.cn
TEL ：40088-69489

上海楽連商務諮詢有限公司
上海ラクトコンサルティング

住所 : 〒200051 上海市天山路789号天山商廈2号楼2301室
（地下鉄2号線婁山関路駅3番出口徒歩すぐ）
TEL : 021-6237-2963 / 40088-69489
FAX : 021-6214-5933

http://www.rakuto.com.cn/festa
mailto:takahama@rakuto.com.cn

