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■ご協力ならびにご協賛のお願い
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企業ご担当者様

謹啓 貴社におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、2022年2月13日（日）に、九州産業大学「大楠アリーナ2020」におきまして、Kyushu Famil ‘e’ sports Fes を実施する予定

でしたが、新型コロナウイルス感染拡大を受けて、2022年8月5日（金）に「esports Challenger’s Park」で開催させていただく運びとな

りました。

本イベントは、日本におけるeスポーツの健全な普及促進に向けて、ちいさなお子さまとそのご両親、高校生をはじめとした学生たちなどのeス

ポーツにアクティブな層や、さらにはお年寄りまで、幅広い年齢層の方が家族で楽しみながら正しいeスポーツの知識を学び、体験して身につけ

るだけではなく、eスポーツを通じた交流人口の拡大による地域の活性化およびQOLの向上につながるイベントとすることを目的としています。

また、esports × SDGsプロジェクトとして、esports × 医療、 esports × 教育、 esports × 地域の3つの分野との連携にも重きを置

いており、「X（クロス） esports」というテーマを掲げ、esportsの可能性の拡大も目標としております。

なお、 日本で初めてeスポーツサイエンスを取り上げた本イベントとスポンサー様をより多くの方に知っていただくため、8月4日（木）にはメ

ディアをご招待したプレイベントを実施する予定です。

実行委員会一同、参加者の皆さまに、より充実したイベントの場を提供するべく多彩な企画を計画しております。つきましては、極めて厳しい経済情勢

の折に甚だ恐縮ではございますが、本会の開催の意義と事情をご賢察の上、ご支援を賜りますよう切にお願い申し上げます。

末筆ではございますが、貴社のますますのご発展を心よりお祈り申し上げます。

謹白

2022年6月吉日

Kyushu Famil ‘e’ sports Fes 実行委員会

会長 作花 浩聡

副会長 磯貝 浩久
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催 事 名 ： Kyushu Famil ‘e’ sports Fes

会 場 ： esports Challenger’s Park by QTnet

会 期 ： 2022年8月4日（木）・5日（金）

主 催 ： Kyushu Famil ‘e’ sports Fes 実行委員会

共 催 ：
福岡eスポーツリサーチコンソーシアム（FeRC）
日本コンベンションサービス株式会社

協 賛 ： 株式会社QTnet 他

後 援 ：
福岡地域戦略推進協議会（予定）、豊前市（予定）、九州医療専門学校、西日本工業大学、
ＲＫＢ毎日放送、九州朝日放送、テレビ西日本、福岡放送 他

参 加 対 象 ：
高校生、専門学校生、大学生、eスポーツ選手・愛好者、eスポーツに関わる産業界
小さなお子様からご高齢の方まで幅広い年齢の方を対象とする

参 加 者 目 標 ： 約100名



開催概要

■イベントコンセプト

日本におけるeスポーツの健全な普及促進に向けて、ちいさなお子さまとそのご両親、

高校生をはじめとした学生たちなどのeスポーツにアクティブな層や、さらにはお年寄りまで、

幅広い年齢層の方が家族で楽しみながら正しいeスポーツの知識を学び、体験して身につけるだけではなく、

eスポーツを通じた交流人口の拡大による地域の活性化およびQOLの向上につながるイベントとすることを目的とする。

また、本事業はesports × SDGsプロジェクトとして、

esports × 医療、 esports × 教育、 esports × 地域の3つの分野との連携にも重きを置く

福岡発のeスポーツサイエンスイベントです！
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eスポーツを競技ではなく交流のツールとして積極的に活用致します。

eスポーツはその多くが対戦を踏まえた「競技」コンテンツ、ならびにイベントとして活用されています。
反面それ以外の多角的な展開が視野にあるにもかかわらずまだまだ展開しきれていないのが実情です。
本事業はeスポーツを交流の軸として捉えその横展開を目指すイベントです。
今後のeスポーツの在り方を占う全国的にも注目度の高いイベント開催となります。

eスポーツ×地方創生
eスポーツ×SDGs

の未来を共に築くパートナーという位置づけで
各企業・各団体様のご協力を募集いたします。



開催概要

■eスポーツサイエンスとは？

eスポーツのプラス面とマイナス面に向き合いながら、eスポーツの健全な発展とプレイヤーの健全な育成にむけてeスポーツに関す

る科学的な研究を行い、エビデンスを構築していく取り組みです。

eスポーツサイエンスは我々の生活のあらゆるシーンに役だっています。地域活性、TECH加速、医療、化学、教育、就職、危険予測、

そして夢やIKIGAI（いきがい）にもつながるものです。

本イベントでは、FeRCの特色である複数の大学から集まった、分野の異なる研究者。ならびに、複数の専門学校、IT企業、弁護士、

税理士、視能訓練士、臨床心理士、眼科医療分野の企業、スポーツスクール、元プロサッカー選手、eスポーツ指導者、eスポーツ

協会など、数多くの分野のプロフェッショナルが集い、老若男女全ての方に向けて、楽しみながらeスポーツを学ぶ場を提供いたし

ます。
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DX進化 テクノロジー

脳科学 認知行動改善デジタルネイティブ育成コミュニケーション・絆

危険予測・疑似訓練 共感・感動・達成感

地域活性

目標・夢・職業



開催概要

■実施スケジュール（案）
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8月4日（木）にはメディア各社をご招待したオープニングセレモニーを実施予定です。

本イベントの魅力だけではなく、スポンサー企業様の様子も広く広報していただく予定です。

設営・準備

オープニングセレモニー

Kyushu Famil‘e’sports Fes

撤去

参加者受付

関係者受付



会場レイアウト案

6

■会場レイアウト（案）

プログラム会場を「ステージエリア」「FeRCコーナー」「展示エリア」の3つエリアに大きく分類

各エリアで魅力的なプログラムを実施いたします！



会場レイアウト案
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■ステージエリア

大学での専門研究を行っているプロフェッショナルによるミニセミナー、ゲストを招いてのトークセッション

大型モニターを使用してのゲーム体験会などを予定しています。

カテゴリー テーマ（仮）

ミニセミナー

脳科学とeスポーツ

眼の健康とセルフケア

トークセッション

eスポーツ×地域創生

“eスポーツの仕事”とは

体験紹介

プロチームによるデモンストレーション

ビジョントレーニング

実施プログラム案（抜粋）



■FeRCコーナー

会場レイアウト案
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「eスポーツを科学する」組織であるFeRCの特色を最大限活かして、「X（クロス） eスポーツ」のテーマのもと

eスポーツと関連させて、いろいろなジャンルを学べる体験コーナーを設置します。

「見る」を鍛える！
‐行動評価システム研究所（BASラボ）

動体視力に挑戦！スポーツビジョン測定
新しいスポーツトレーニング ニューロトラッカー体験

メンタルケア

eスポーツは善か悪か？臨床心理士による心理テスト

「見ること」の基本を知ろう！
‐福岡国際医療福祉大学/みるみるプロジェクト

視能訓練士による視力検査体験と眼の健康ゾーン



■展示エリア

会場レイアウト案
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スポンサー企業様の商品・製品・サービスなどを自由に展示していただけるスペースを設けております。

未来のeスポーツプレイヤーに向けてeスポーツの魅力、貴社の魅力を最大限発揮していただける場を提供いたします。

貴社名 貴社名 貴社名

展示コーナーイメージ



スポンサープラン

■スポンサープラン
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スポンサープランA スポンサープランB

スポンサー費（税込） 165,000円 33,000円

募集企業枠（予定） 5社 20社

幕間企業CM 1分 15秒

幕間企業ロゴ投影 大 小

展示コーナー ● -

公式Webページへの
ロゴ・バナー掲載

大 小

報告資料へのロゴ掲載 大 小

本事業の開催にあたり、以下の通りスポンサープランを設定しております。
ご協力ご協賛についてご検討をいただきますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。



スポンサープラン詳細

■展示コーナーイメージ
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スポンサープランA
1.8m

2m

●基本備品
・展示スペース（最大 幅1.8m×奥行2m）
・展示台セット（会場既設）
・イベント統一デザイン社名版表示 （W450mm×H450mm）
・コンセント 2口（500wまで）

●備考
・約1m間隔で他社様と隣接する形になります。
・展示物については事前に事務局で確認をさせていただきます。
・机は会場備品を使用しておりますので机への装飾はできかねます。

0.6m

1.8m 1.8m

貴社名 貴社名 貴社名



イベントにおける感染症対策

■事前申し込み制による入場制限の実施
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参加者の「密」を避けるために、100名の参加上限を設けて実施します。
オンラインからの事前申し込み制とし、有事に備えて参加者の皆さまの緊急連絡先を取得予定です。

■機材など消毒の徹底

ゲーム機など、参加者の方が触れて体験する機材などについては運営スタッフによる消毒を徹底して実施します。
ブースにおいても出展者様向けのご協力依頼ガイドラインを作成し、安全で安心なイベント運営を心がけます。

■来場者体調管理の徹底

一般参加者、スポンサー各社様、運営スタッフ含めて来場時の検温を徹底して実施します。
一定以上の体温の方や体調のすぐれない方については、場合によってはご退場いただく等の適切な対応を実施します。

集合型での実施を予定している本イベントでは、

一般参加者ならびにスポンサーの皆さまに安心してご参加いただけるように

感染症対策にしっかりと取り組んでまいります。

■感染症対策ガイドラインの作成

イベント実施のタイミングで政府、福岡県、福岡市が定めるガイドラインを遵守し、かつ全国的なイベントの実施状況を鑑みたうえで、
イベント独自の感染症対策ガイドラインを作成します。
ガイドラインについては、特設HPへの掲載などで関係者の皆さまに広く周知します。



お申し込み方法とお問合せ先
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■本イベントならびにスポンサープログラムについてのお問合せ先

Kyushu Famil ‘e’ sports Fes 運営事務局

日本コンベンションサービス株式会社 九州支社内

担当 : 松野木 / 河野 / 井原

TEL : 092-712-6201（平日 10:00 – 17：30）

Email: famil-e-fes@convention.co.jp

本イベントの趣旨にご賛同いただき、スポンサーとしてご協力をいただけます企業・団体様におかれましては、

下記のリンクよりお申し込みをお願いいたします。

お申込期日は2022年7月19日（火）を予定しております。期日までのお申し込みが難しい場合はご連絡ください。

■お申し込み先URL ※QRコードからもお申し込み可能です。

https://forms.office.com/r/d64EkWjHx9

■個人情報保護について

ご登録頂いた個人情報はお申し込み後の各種ご案内を目的に収集させていただいております。ご登録頂いた個人情報は、法令の規定による場合を除いて、

ご登録者本人の同意を得ることなく、第三者に開示することはありません。登録頂いた個人情報を、厳重に保管・管理し、外部への漏洩防止やお客様の個

人情報に対する不正行為による流出・破壊・改ざん等に関して、適切なセキュリティ対策を施し、保護します。利用目的の範囲内において、個人情報の秘

密保持契約を締結した業務委託先に受講者の個人情報を預託する場合がございます。受講者が、個人情報の開示、訂正、削除、利用停止などを希望される

場合には、 Kyushu Famil ‘e’ sports Fes 運営事務局までご連絡いただければ、対応させていただきます。

https://forms.office.com/r/d64EkWjHx9

