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パラアスリートとアーティストたちによるコラボレーション 

ParaFes 2018 ～UNLOCK YOURSELF～ 
 

出演アーティスト・アスリート 発表 
 

秦 基博、May J. が出演決定！ 11月 10日(土) 10時チケット販売開始！ 

2018年 11月 23日(金・祝) 武蔵野の森 総合スポーツプラザ 

 

 

 

 
この度、日本財団パラリンピックサポートセンター （以下、パラサポ） が開催いたしますライブエンターテインメント 

 「ＰａｒａＦｅｓ 2018」 について、出演アーティストおよびアスリートが決定いたしましたので、お知らせいたします。 

 今年は、2年後の東京 2020パラリンピック競技大会での活躍が期待されるパラスポーツ期待の星たちの出演に加え、オリ

ンピックで活躍したメダリストが登場。パラアスリート vs オリンピアンによる“パラスポーツ真剣勝負”を行います。そして、次大

会から正式競技として加わるテコンドーも、日本国内２トップによる“真剣勝負”が実現。 

 また、昨年度ピアノセッションを披露し話題をさらった、両腕のないブラジル人ピアニスト兼ギタリスト ジョナタ・バストス

（Johnatha Bastos）と全盲のシンガー、木下航志の再演が決定。さらに、今メディアで注目を集める盲目の小学生ドラマー酒

井響希を新たに迎えます。 

そして、この“超人たち”によるスポーツと音楽の祭典に温かな歌声を吹き込む、秦 基博と May J. の出演も決定。 

チケットは、11 月 10 日(土) 10 時より、各プレイガイドにて販売開始いたします。 

ParaFes でしか見ることのできない、アスリートたちの息をのむ一戦一戦、そして個性豊かなアーティストたちのパフォーマン

スの数々。スポーツと音楽をベースにおくる新感覚のエンターテイメントにご期待ください。 

 

※ チケット販売情報、および追加情報に関しましては、公式ホームページおよび公式 SNSにて公開いたします。 

※ 「ParaFes」、「パラフェス」、およびパラフェスロゴマークは、日本財団パラリンピックサポートセンターの登録商標です。 
 

 

                      [ホームページ] https://www.parasapo.tokyo/parafes/ 

[Instagram]  @parafes_info https://www.instagram.com/parafes_info/   

[Twitter]    @parafes_info https://twitter.com/parafes_info 
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ParaFes とは 

「UNLOCK YOURSELF 己を解放せよ」パラスポーツの普及啓発を通じた 

インクルーシブ社会の実現を目指したライブエンターテインメントイベント。 

パラアスリートと、障がいのあるミュージシャン、国内人気アーティストたち 

が、ここでしか見ることのできないコラボレーションでお送りする、興奮必至 

のステージです。               （写真：ParaFes 2017 の様子） 

リオ 2016 パラリンピック閉会式で注目を浴びた 

わずかな腕と足指で音を奏でるピアニスト／ギタリスト 

加納 慎太郎 
【車いすフェンシング】 

岩渕 幸洋 
【パラ卓球】 

伊藤 力 
【パラテコンドー】 

星野 佑介 
【パラテコンドー】 

三宅 諒 
【フェンシング】 

吉村 真晴 
【卓球】 

出演者一覧 （11月 5 日現在） 

和製スティービー・ワンダーの呼び声も高い 

盲目のシンガー 

テレビ、イベント出演などで話題の、 

盲目の小学生ドラマー 

各出演者のプロフィール、他詳細に関しましては、ParaFes 2018 公式ホームページをご確認ください。 

アーティスト 

May J. 秦 基博 

ジョナタ・バストス （Johnatha Bastos） 酒井響希 木下航志 

パラアスリート オリンピアン 
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― 記 ― 

名 称  ： ParaFes 2018（パラフェス 2018） 

日 時  ： 2018年 11月 23日（金・祝） 16時～19時 ［開場 15時］  （予定）  

会 場  ： 武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ（東京都調布市西町 290-11） 

主 催  ： 公益財団法人日本財団パラリンピックサポートセンター 

協 賛  ： [ゴールドパートナー] 野村ホールディングス株式会社 

[オフィシャルパートナー] ＪＸＴＧエネルギー株式会社、日本航空株式会社、三井不動産株式会社 

後 援  ： スポーツ庁、 東京都、 障がい者スポーツ・パラリンピック推進議員連盟、 

公益財団法人日本障がい者スポーツ協会日本パラリンピック委員会 

ホームページ ： https://www.parasapo.tokyo/parafes/ 

SNS  ： [Instagram] @parafes_info https://www.instagram.com/parafes_info/ 

     [Twitter]   @parafes_info https://twitter.com/parafes_info 

備 考  ： 取材案内は、決定次第改めてお知らせいたします。 

実施内容・出演者は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。 

 

 

 

料金     ： 全席指定 2,020円（税込） 

販売期間  ： 2018年 11 月 10日(土) 10 時～  ※ 先着受付（予定枚数に達し次第受付終了） 

プレイガイド ： 下記各種プレイガイドにて販売。発券は ファミリーマート店頭 [Famiポート] にて。 

          また、ParaFes 2018 公式 HPからもご確認いただけます。 

 

◆チケットぴあ  URL：http://w.pia.jp/t/parafes18/   TEL：0570-02-9999  ＜P コード：132-961＞ 

◆イープラス  URL：http://eplus.jp/parafes/ 

◆CNプレイガイド URL：http://www.cnplayguide.com/parafes18/   TEL：0570-084-003 

◆Yahoo!チケット URL：http://r.y-tickets.jp/parafes2018 

 

            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

チケット販売情報 

https://www.parasapo.tokyo/parafes/
https://www.instagram.com/parafes_info/
https://twitter.com/parafes_info
http://w.pia.jp/t/parafes18/
http://eplus.jp/parafes/
http://www.cnplayguide.com/parafes18/
http://r.y-tickets.jp/parafes2018
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「i enjoy ! パラスポーツパーク in ParaFes 2018」 サブアリーナ会場にて、同時開催決定！ 

「ParaFes 2018」が開催される武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナに隣接するサブアリーナ会場では、これまで全国で 20,000

人以上が来場した 「i enjoy ! パラスポーツパーク」 を同日開催いたします。（共催：武蔵野の森総合スポーツプラザ） 

当日は、約 1,800 ㎡の会場内に、6 種のパラスポーツ体験コーナーをオープン。パラスポーツを「知る」「見る」「体験する」 をテーマに、障

がいのあるなしにかかわらず、子どもも大人も一緒になってパラスポーツを気軽に楽しんでいただけます！ 

入場は無料。「ParaFes 2018」を観覧する方もそうでない方も、ぜひご来場ください。 

また、会場では、 「ParaFes 2018」 のパートナー企業のブースが出展されます。詳細は ParaFes公式 SNSで随時お知らせいたします。 

【実施種目】 車いすバスケットボール／パラ陸上（レーサー）／ボッチャ／視覚障害者柔道／パラ卓球／パラパワーリフティング 

      
（写真：過去開催の「 i enjoy ! パラスポーツパーク」の様子） 

 

― 記 ― 

名 称  ： i enjoy ! パラスポーツパーク in ParaFes 2018 

日 時  ： 2018 年 11 月 23 日（金・祝） 11 時～15 時半 （予定） 

会 場  ： 武蔵野の森総合スポーツプラザ サブアリーナ （東京都調布市西町 290-11） 

主 催  ： 公益財団法人日本財団パラリンピックサポートセンター、武蔵野の森総合スポーツプラザ 

入場料  ： 無料 

備 考  ： 実施する内容は変更となる可能性がございます。最新情報は、ParaFes公式 SNS、およびパラサポ公式サイト情報を 

ご参照ください。 https://www.parasapo.tokyo/topics/9768 

以上 

 

「 i enjoy ! パラスポーツパーク」 特設ステージ プログラムのご案内   （最新情報は ParaFes公式 SNS にて更新） 

 

あすチャレ！Academy   ［開催時間］ 11 時 15 分～（約 100 分間） ※ 参加無料 

講師 永尾由美 氏 

あすチャレ！Academyでは、パラリンピックやパラスポーツを題材に障がい者の“リアル”を当事者講師から聞き、学

び、一緒に考えます。知ることで、一人ひとりが気づき、考え、行動出来るようになる。障がいのある人も、ない人も、思

いやり、支え合い、違いを受け入れて、よりよい社会を作るための第一歩を踏み出すセミナーです。 

 

［募集人数］ 100名 （先着受付） 

［申込方法］ あすチャレ！Academy HP内、申し込みページよりご応募ください。 （https://www.parasapo.tokyo/asuchalle/academy/） 

［申込期間］ 11月 20日(火)17時まで （先着受付につき、100名となりましたら受付を終了いたします。） 

 

パラスポーツメッセンジャー ［開催時間］ 14 時 00 分～（約 60 分間） ※ 参加無料 

講師 杉内周作 氏 （アテネ 2004パラリンピック水泳銅メダリスト） 

アテネ 2004 パラリンピック水泳銅メダリスト杉内氏は、パラスポーツを通じてインクルー

シブな社会を実現するために特別に開発されたスピーチトレーニングを修了した“パラス

ポーツメッセンジャー”。パラサポ初主催の特別講演にて、杉内氏の経験からパラスポー

ツの魅力やインクルーシブ社会の実現に向けたアクションに繋げるヒントを得られます。 

 

［募集人数］ 50名 （抽選） 

［申込方法］ 指定のフォームよりご応募ください。 URL http://urx.red/MsCd 

［申込期間］ 11月 7日(水)17時まで （抽選結果は、応募時ご登録いただいたメールアドレスに、11月 12日(月)までにお知らせいたします） 

添付資料 

https://www.parasapo.tokyo/topics/9768
https://www.parasapo.tokyo/asuchalle/academy/
http://urx.red/MsCd

