
カテゴリ 希望物品名 目的

会場備品 簡易テント イベントＰＲ用

会場備品 仮設テント イベントＰＲ用

会場備品 どぶづけ イベント・ドリンクサービス用

会場備品 テーブル おもてなし広場等の休憩スペース等

会場備品 いす おもてなし広場等の休憩スペース等

会場備品 パラソル おもてなし広場等の休憩スペース等

会場備品 コピー用紙 各会場で記録等に使用

会場備品 仮設トイレ 各会場の仮設トイレ

会場備品 リヤカー 各種運搬用

会場備品 台車 各種運搬用

会場備品 トラック 各種運搬用務

会場備品 簡易マット 車椅子選手への貸出

会場備品 ボッチャセット 広報（体験ブース）

会場備品 リード，マレット，ドラムヘッド 式典音楽隊が要する諸雑品

会場備品 自転車 スタッフ会場移動用

会場備品 防水車椅子 選手団用（水泳会場用）

会場備品 長机 総合案内所等の設置備品

会場備品 パイプ椅子 総合案内所等の設置備品

会場備品 ホワイトボード，マーカー 総合案内所等の設置備品

会場備品 マガジンラック 総合案内所等の設置備品

会場備品 手荷物検査袋 手荷物検査

会場備品 ボックスコンテナ ドリンクサービス用

会場備品 ビクトリーブーケ 入賞者贈呈（障スポ用）

会場備品 メモ帳，筆記用具 ボランティア用

会場備品 リストバンド 本人確認証明用

会場備品 マーチングフラッグ，ボール マーチング隊が使用する物品

会場備品 車椅子用空気入れ 来場者対応用

衛生用品 アルコール除菌スプレー おもてなし広場等の清掃

衛生用品 トイレットペーパー 開閉会式，会場等のトイレ設置

衛生用品 石けん 開閉会式，会場等のトイレ設置

衛生用品 テーピング 選手等のケアに使用

衛生用品 消毒液 ドリンクサービス用

衛生用品 使い切り手袋 ドリンクサービス用

衛生用品 ペーパータオル ドリンクサービス用

衛生用品 ウェットティッシュ 来場者用配布用

日用品 ぞうきん おもてなし広場等の清掃

日用品 ゴミ袋 おもてなし広場等の清掃



日用品 火ばさみ おもてなし広場等の清掃

日用品 殺虫剤 おもてなし広場の安全対策

日用品 タオル 会場・雨天対策・降灰対策用

日用品 軍手 クリーンアップ運動用

日用品 氷（どぶづけ用） クリーンアップ運動用

日用品 雨合羽 参加者用（雨天時）

日用品 掃除道具（ほうき，ちりとり等） 選手団控所の美化

日用品 車椅子用雨合羽 選手用（雨天時）

日用品 透明ナップサック 都道府県応援団

日用品 紙コップ ドリンクサービス用

日用品 トレー ドリンクサービス用

日用品 氷 ドリンクサービス用

日用品 ビニール製手さげ袋 配布用（来場者や選手団等へ配布）

歓迎装飾 歓迎のぼり旗・ポール 歓迎装飾

歓迎装飾 歓迎横断幕 歓迎装飾

歓迎装飾 歓迎懸垂幕 歓迎装飾

歓迎装飾 歓迎シール（柱や床面等に貼付するもの） 歓迎装飾

歓迎装飾 歓迎看板（両面） 歓迎装飾

歓迎装飾 歓迎看板（壁面看板） 歓迎装飾

歓迎装飾 吊り下げフラッグ 歓迎装飾

花いっぱい運動 プランター 花いっぱい運動用

花いっぱい運動 土 花いっぱい運動用

花いっぱい運動 肥料 花いっぱい運動用

花いっぱい運動 プランターシール 花いっぱい運動用

花いっぱい運動 花苗（ポット苗） 花いっぱい運動用

花いっぱい運動 花種子（配布用） 花いっぱい運動用

花いっぱい運動 デザイン飾花の土台 花いっぱい運動用

広報媒体 ノベルティ（ティッシュ，うちわ，文具等） イベント参加者への贈呈品

広報媒体 マグネット式ステッカー タクシー等への貼付

広報媒体 応援グッズ(スティックバルーン等） 都道府県応援団

広報媒体 ぬいぐるみ（ぐりぶー，さくら） 両大会の広報に活用

広報媒体 バス，電車ラッピング 両大会の広報に活用

広報媒体 横断幕・懸垂幕 両大会の広報に活用

広報媒体 のぼり 両大会の広報に活用

広報媒体 広告枠（スペース） 両大会の広報に活用

広報媒体 サイネージ広告 両大会の広報に活用

広報媒体 テレビＣＭ，ラジオ広告 両大会の広報に活用

広報媒体 紙面広告 両大会の広報に活用



広報媒体 ストリートビジョン広告 両大会の広報に活用

飲食物 飲料 イベント参加者等への提供

飲食物 県特産品（郷土菓子等） 会議参加者等への提供

飲食物 飲食物 各種ボランティアの弁当

飲食物 栄養補助食品 サポートボランティア用

飲食物 熱中症対策補助食品 式典出演者の熱中症対策

飲食物 熱中症対策及び昼食用飲料 式典出演者の熱中症対策

飲食物 飲食物（熱中症対策用） 都道府県応援団の熱中症対策

飲食物 弁当食材（素材提供については要相談） 弁当用

電子機器 デジタルカメラ イベント運営係記録用，広報用写真等の撮影用

電子機器 ビデオカメラ イベント運営係記録用，広報用写真等の撮影用

電子機器 タブレット端末 イベント運営係用，広報用写真等の撮影・発信用

電子機器 スマートフォン イベント運営係用，広報用写真等の撮影・発信用

電子機器 ライブ動画配信用機器 イベント運営係用，広報用写真等の撮影・発信用

電子機器 ノートPC イベント運営係用，広報用写真等の撮影・発信用

電子機器 ドローン（撮影技術委託等） イベント運営係用，広報用写真等の撮影・発信用

電子機器 プロジェクター イベント時ＰＲ用

電子機器 大型モニター イベント時ＰＲ用

電子機器 CD/DVDプレーヤー イベント時ＰＲ用

電子機器 スピーカー イベント時ＰＲ用

電子機器 ポケットWi-Fi イベント時のインターネット環境の確保用

電子機器 DVD-Rディスク 運営ボランティア研修会用（欠席者向け動画）

電子機器 音声案内装置 障スポ大会会場設置

電子機器 マイクセット 障スポ大会会場設置

電子機器 拡声器 都道府県応援団の案内・誘導等

電子機器 要約筆記用モニター 要約筆記掲示用（障スポ大会）

電子機器 要約筆記用PC 要約筆記入力用（障スポ大会）

衣料・靴 スタッフユニフォーム・帽子 運営ボランティア用

衣料・靴 炬火走者の靴 炬火ランナー用

衣料・靴 長袖ポロシャツ（白） 式典スタッフ用の正装

衣料・靴 チノパン 式典スタッフ用の正装

衣料・靴 靴（白） 式典スタッフ用の正装

衣料・靴 白手袋 天皇杯・皇后杯の取扱（式典用）

衣料・靴 帽子，靴，靴下 プラカーダー用

役務サービス 記録本部・プレスセンター設置スペース 記録本部，プレスセンター設置

役務サービス 運送業務 ドリンクサービスの配送等

役務サービス 仕分け作業用スペース 配布資料，支給品等の保管・仕分け作業用


