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一般社団法人 障がい者自立推進機構 × 浦安スポーツネットワーク株式会社
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障がい者がアートで夢を叶える世界を

障がい者アートのCSR活用でアート&スポーツを支援

パラリンアートは、社会保障費に依存せず民間企業の継続協力で、

障がい者自立推進を継続できる仕組み作りを目指します。

協力企業の皆様にも、障がい者支援のお願いではなく、

自社のブランディングやプロモーションに活用いただき、その結果として

障がい者の自立推進に繋がる活動であることをご理解いただいております。

バルドラール浦安は、Fリーグ（日本フットサルリーグ http:///www.fleagu.jp）に所属する

トップチームをはじめとして6つのカテゴリーのチームを運営しています。 

中でも、日本では唯一となる“ろう者（聴覚障がい者）”による競技フットサルチームを運営するなど、 

障がい者スポーツへの取り組みを継続して実施してきました。 

トップアスリートから障がい者アスリートまで、フットサルを中心にアスリートを育成しています。

障がい者がスポーツで輝くステージを

一般社団法人 障がい者自立推進機構

店舗への絵画・アート展示 アートイベントの開催協賛企業主催アートコンペの開催 バルドラール浦安デフィオ
チャレンジフットサル教室

バルドラール浦安プリメーロバルドラール浦安デフィオ

浦安スポーツネットワーク株式会社

ご協賛企業様

バルドラール×パラリーンアート パートナーシップ事務局
東京都渋谷区恵比寿1-26-14　ACTビル2階

TEL: 03-6447-7087

●お問い合わせ先

Paralym Art のコラボレーションメリット

障がい者の自立推進事業をスポーツの場でPR
・

スポーツに取り組む障がい者も応援できる
・

協力企業の募集業務のリソースを拡大できる

Paralym Art のコラボレーションメリット

障がい者の自立推進自立支援事業を
スポーツの場でPR
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アートで自立を目指す障がい者も支援できる
・

障がい者の活動ネットワークの構築
・

障がい者チャレンジチームの強化体制充実
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2012年12月5日

〒105-0014
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パラリンアート運営事務局

TEL 03-6436-0035　FAX 03-6436-0851

松永 昭弘（現 株式会社ペアレンツ 代表取締役会長)

中井 亮（元 吉本芸人）

セイン・カミュ（タレント）

阪口 富左雄（現 株式会社ONETOPJAPAN 代表取締役）

川口 英幸（現 株式会社グローバルキャスト 代表取締役社長）

廣瀬 彌壽男（現 株式会社ダンクス 代表取締役)

中井 亨（現 株式会社ペアレンツ）

伊藤 貫通（現 株式会社ペアレンツ 事業戦略室室長）

碓井 誠（現 株式会社オピニオン代表取締役

　　　　現 京都大学 経営管理大学院 特別教授）

中村 幸雄（元 損保ジャパン株式会社 代表取締役専務執行役員）

桂 照男（現 企業年金連合会 コンプライアンスオフィサー）

香川 真司、山本 隆弘、小篠 ゆま、永里 優季

相馬 崇人

野田 聖子（現 総務大臣）

http://paralymart.or.jp
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URL

浦安スポーツネットワーク株式会社

2007年4月26日

〒279-0004

千葉県浦安市猫実1-19-36 浦安商工会議所会館１階

TEL 047-353-9130　FAX 047-350-7222

塩谷 竜生

横井 清人

鈴木 道男

藤重 正樹

神作 雅之

岡田 康成

http://bardral-urayasu.com/

絵を飾って応援

朝日新聞本社展示

株式会社アイアイ様での
絵画展示

NTT印刷株式会社様
名入れ卓上カレンダー

2018年度WEB版
ファミリーマート・
サークルKサンクス
年賀状印刷

ライセンス利用
オリジナル商品開発 ワークショップ開催

コカ・コーライーストジャパン株式会社様
支援型自動販売機

株式会社マルイグループ様
「缶バッチ作成ワークショップ」

プルデンシャル生命保険株式会社様
「缶バッチ作成ワークショップ」

①バルドラール浦安ホームゲーム・パラリンシート設置のご協力（障がい者を毎試合10名招待）
②バルドラール浦安ホームゲーム時での絵画展示でのご協力
③バルドラール浦安デフィオ（聴覚障がい者）への活動協力
④バルドラール浦安のユニフォーム広告によるパラリンアート広報活動へのご協力
⑤パラリンアート×バルドラール浦安 広報ページでの企業紹介
⑥バルドラール浦安ホームゲームご招待チケット
⑦パラリンアートオリジナル商品のライセンス利用（内容はご相談となります）
⑧パラリンアートワークショップなどの開催協力（内容はご相談となります

バルドラール浦安ホームゲーム
パラリンアートシート設置のご協力

バルドラール浦安デフィオ
（聴覚障がい者チーム）への活動協力

バルドラール浦安×パラリンアート
広報ページでの企業紹介

パラリンアートオリジナル商品の
ライセンス利用（内容はご相談）

バルドラール浦安ホームゲーム
絵画展示のご協力

バルドラール浦安ユニフォーム広告による
パラリンアート広報活動へのご協力

バルドラール浦安ホームゲーム
ご招待チケット

パラリンアートワークショップなどの
開催協力（内容はご相談）

毎試合10組様を目安に、障がい者の方と介護の方をバルドラー
ル浦安のホームゲーム（開催地：千葉県浦安市）にご招待します。

バルドラール浦安のホームゲーム開催時に会場でパラリンアー
トアーティストによる作品の展示会のご支援をいただけます。

本企画へのご協賛を通じて、日本で唯一となる聴覚障がい者の
競技フットサルチームの活動をご支援いただけます。

日本フットサルリーグ（Fリーグ）に所属するバルドラール浦安の
トップチームのユニフォームに「Paralym Art」が掲出されます。

本企画を紹介するWebサイトページにて、ご協賛企業の皆さま
との取り組みをご紹介させていただきます。

ご協賛企業様にはバルドラール浦安のホームゲームチケット（毎
試合2組～）を進呈させていただきます。

パラリンアートの作品の一部を、ご協賛企業の皆さまのプロモー
ションや商品にご使用いただくことができます。

未来のパラリンアートアーティストを育てるワークショップなどの
イベントを企画・開催していただくことができます。

＊修正個所（該当箇所総て）

パラリンアーティスト⇒パラリンアート・アーティスト

 

＊追加情報（デフィオ・イベント名）

バルドラール浦安デフィオ チャレンジフットサル教室

 

＊修正個所

■バルドラール浦安ユニフォーム広告によるパラリンアート広報活動へのご協力

日本フットサルリーグ（Fリーグ）に所属するバルドラール浦安のトップチームのユニフォームに「Paralym Art」が掲出されます。
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＊加筆箇所
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バルドラール浦安のホームゲーム開催時に会場でパラリンアート・アーティストによる作品の展示会のご支援をいただけます。
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未来のパラリンアートアーティストを育てるワークショップなどの
イベントを企画・開催していただくことができます。

＊修正個所（該当箇所総て）

パラリンアーティスト⇒パラリンアート・アーティスト

 

＊追加情報（デフィオ・イベント名）

バルドラール浦安デフィオ チャレンジフットサル教室

 

＊修正個所

■バルドラール浦安ユニフォーム広告によるパラリンアート広報活動へのご協力

日本フットサルリーグ（Fリーグ）に所属するバルドラール浦安のトップチームのユニフォームに「Paralym Art」が掲出されます。

 

■パラリンアート×バルドラール浦安広報ページでの企業紹介

⇒逆にしてください：バルドラール浦安×パラリンアート

 

＊加筆箇所

■バルドラール浦安ホームゲーム絵画展示のご協力

バルドラール浦安のホームゲーム開催時に会場でパラリンアート・アーティストによる作品の展示会のご支援をいただけます。

 

■バルドラール浦安ホームゲームご招待チケット

ご協賛企業様にはバルドラール浦安のホームゲームチケット（毎試合 2組～）を進呈させていただきます。

 

＊連絡先

バルドラール×パラリーンアート　パートナーシップ事務局

東京都渋谷区恵比寿 1-26-14　ACT ビル 2階

TEL: 03－6447－7087

 


