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株式会社 CAC Holdings
CAC グループ、「ボッチャ用具寄贈プロジェクト」を実施
～ボッチャ用具（ボールもしくはランプ）の寄贈先を公募開始～
CAC グループ(持株会社：株式会社 CAC Holdings、本社：東京都中央区、代表取締役社長：酒匂 明彦)は、
2016 年より一般社団法人日本ボッチャ協会のゴールドパートナーとして、障害者スポーツ「ボッチャ」の普及・支
援に取り組んでいます。更なるボッチャの普及を目的として、2017 年から開始した「ボッチャ用具寄贈プロジェク
ト」を今年も実施します。
ボッチャを始めたいにも関わらず用具購入がハードルとなっている団体・学校へ寄贈し、一人でも多くの方にボ
ッチャを楽しんでいただきたいと考えています。以下の概要をご覧の上、是非ご応募ください。
【ボッチャ用具寄贈プロジェクト 概要】
寄贈対象

寄贈物
右に記載する①
もしくは②のいず
れか

留意点

申し込み方法

国内にある、レクリエーションもしくはスポーツとしてボッチャを推進したいと考
えている非営利団体・法人、学校。もしくは、障害者支援を行っている非営利
団体・法人、学校。（日頃の活動に障害者が含まれている場合を優遇）
①ボッチャボールのセットと試合用のツール（キャリパー、パドル）
※寄贈は HANDI LIFE SPORT 社製の Boccia Superior のボールセットを予定しています。
ボールには CAC ロゴが入っています。

②ランプ
※寄贈は HANDI LIFE SPORT 社製の Super Ramp を予定しています。ランプには CAC ロ
ゴが入っています。

ボッチャのルールを知らない、試合の進め方が分からないといった関東圏
（一都六県）の寄贈先には、ご要望に応じて講習会を実施します（各団体一
回限り）。
・寄贈先の名称を当社グループにおける広報・広告の目的にて公開する場
合があります。
・当社グループにて、寄贈先としての適性を図る審査、判断をさせていただき
ます。
・寄贈申込者が多数の場合は抽選を行うことがあります。
・過去に実施したボッチャ用具寄贈プロジェクトでの寄贈先は、今回のいずれ
の寄贈も対象外とさせていただきます。
・その他の詳細は、別紙「ボッチャ用具寄贈にあたっての条件」および「ボッチ
ャ用具 寄贈申込書」を必ずご確認ください。
別紙「ボッチャ用具 寄贈申込書」をお送りください。
申込締切日：2020 年 11 月 30 日（月）

【本プロジェクトに関する問い合わせ先】
株式会社 CAC Holdings CAC ボッチャ支援事務局
E-mail： boccia-stf@cac.co.jp
電話： 03-6667-8010

報道関係からの
お問合せ先

株式会社 CAC Holdings 経営企画部 Enterprise Value Up グループ
TEL：03-6667-8010 Email：prir@cac.co.jp
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＜CAC グループの CSR 活動について＞
CAC Holdings は、日頃より支えてくださっている社会および皆様に感謝の気持ちをお伝えする一つの形とし
て、障害者スポーツであるボッチャの普及・支援活動を、株式会社シーエーシーや株式会社 CAC クロアをはじ
めとしたグループ会社と共に行っています。IT＆ヘルスケアサービスを国内外で展開している CAC グループの
力を生かし、IT を活用した観戦環境の整備等にも取り組んでいます。
＜CAC Holdings について＞
株式会社 CAC Holdings は、IT＆ヘルスケアサービスを国内外で展開する CAC グループの持株会社です。
CAC グループは企業の経営課題などを解決する IT サービスや医薬品開発支援サービスなどの提供を通じ、
より良い社会づくりに貢献します。
所在地： 東京都中央区日本橋箱崎町 24-1
設立年： 1966 年
URL

： https://www.cac-holdings.com/index.php

※本資料に記載されている社名、製品名等には各社の商標または登録商標が含まれる場合があります。
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別 紙

ボッチャ用具寄贈にあたっての条件
1寄贈条件
寄贈先は、以下のすべての条件を満たす団体に限らせていただきます。
① 国内を拠点に非営利活動を行っている施設、クラブ、サークル等の団体、もしくは学校。
※非営利活動を行っている団体には、社会福祉法人・財団法人・任意団体も含みます。
※以下の団体は、寄贈対象から除外させていただきます。
・営利団体、個人
・国外に位置する非営利団体
・政府・行政機関・自治会
・政治・労働・宗教団体
・寄贈品を転売または再配布する目的の団体
・過去に実施した「ボッチャ用具寄贈プロジェクト」でボッチャ用具寄贈を受けた団体
② ボッチャについて、定期的に練習およびゲームを行っている団体、および定期的に始めようと
している団体。または、障害者の支援を積極的に行い、スポーツによる福祉活動を目的とし
て、練習やイベントなどの企画・開催をしている団体。いずれも障害者が所属して活動してい
る団体を優遇（所属予定含む）
。
③ 寄贈されたボッチャボールおよび用具セットもしくはランプを利用した活動について、写真付き
でご報告いただける団体。
※新型コロナウイルス感染症、感染防止のため活動休止中であっても申し込みは可能です。

2．寄贈が行えない事由
下記に該当する場合は寄贈を行えません。あらかじめご了承ください。また、寄贈できない理由に
ついてお答えすることはできません。
① 寄贈申込者の活動が CAC ボッチャ支援事務局(以下、事務局)の寄贈趣旨と異なると事務局で判
断した場合。
② 寄贈申込者と事務局で利益相反、もしくはその恐れのある場合。
③ 寄贈申込者が暴力団等の反社会的勢力に該当、もしくはその恐れがあると事務局で判断した場合。
④ 寄贈申込者が③記載勢力との関与があるか、もしくはその可能性があると事務局で判断した場合。
⑤ 申込書の記載内容に実際と相違があったと事務局で判断した場合。
⑥ 申込書受領後の審査の結果、寄贈対象の条件を満たしていないと事務局で判断した場合。
⑦ 事務局における厳正なる抽選の結果、その選に漏れてしまった場合。
⑧ その他、社会通念上不適切と思われる相当の理由がある場合。

3．寄贈実施後の注意事項
① 寄贈先に関して上記 1 および 2 の事実との相違が判明した場合は、事務局の判断において寄贈を
取り消しのうえ、寄贈品一切の返還を要求します。
② 寄贈先において寄贈品を利用した諸活動が公序良俗に反するもの、不当に個人・法人等を誹謗中
傷するものであると事務局が判断した場合は、寄贈を取り消しのうえ、寄贈品一切の返還を要求
します。諸活動には、ホームページや SNS 等による情報公開も含みます。
以上

CAC ボッチャ支援事務局まで Email の添付、Fax、郵送のいずれかでお送りください。

Email: boccia-stf@cac.co.jp

Fax：03-5641-3200

〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町 24-1 株式会社 CAC Holdings

＜申込締切日：2020 年 11 月 30 日（月）＞

ボッチャ用具

CAC ボッチャ支援事務局

寄贈申込書

「寄贈にあたっての条件」を確認承諾のうえ、必要事項を記入してお申込みください。
第一希望
寄贈申込
該当する□にチェック
※第一・第二希望ともに
1点のみ選択

お申込日

第二希望

□ボッチャボールセットと試合用のツール（キャリパー、パドル）
□ランプ
□ボッチャボールセットと試合用のツール（キャリパー、パドル）
□希望しない
□ランプ

講習会開催 □

(西暦)

希望する（関東圏に限る）

年

月

□希望しない

日

法人名／団体名
部署名
郵便番号／ご住所

〒

(ふりがな)

電話番号

ご担当者氏名

(

)

Email アドレス

※法人／団体について、お聞かせください
障害者の所属の有無
所属人数

所属している
全体の人数［

所属していない
名］

うち、障害者の人数［

名］

ボッチャボール及びその付属品(以下、本物件)の寄贈を受けるにあたり、次の事項を誓約します。
1. 本物件の受領から 1 カ月以内に必ず利用のうえ、不要と判断した場合は、CAC ボッチャ支援事務局(以下、
事務局)へ速やかに返却します。
「廃棄物の処
2. 本物件が破損や老朽化等により廃棄する状態へ至った場合は、事務局へ速やかに連絡のうえ、
理及び清掃に関する法律」その他関係諸法令に従い、自らの責任で適正に廃棄します。
3. いかなる理由があろうとも、本物件を転売または再配布しません。
4. 事務局に対し、本物件に関する保証およびメンテナンス責任を一切求めないことを了承します。
5. 本物件の利用に関して、事故またはトラブルが発生した場合、及び損害が生じた場合であっても事務局に
対し、損害賠償その他一切の責任を求めないことを了承します。
6. 事務局より本物件の利用状況が分かる写真、及び報告レポートの提出要請があった場合には、これを受諾
のうえ、速やかに用意して送付します。
7. 提出した写真、及び報告レポートについて、事務局が広報活動に利用すること、及び報道機関による報道
へ活用することを求めた場合、協力するよう努めます。
8. 寄贈申込者が多数の場合は抽選を行うことがあり、抽選に漏れることがあることを了承します。

以上


チェックしてください（両方にチェックが無いお申込みは無効とさせていただきます）

□

「ボッチャ用具寄贈にあたっての条件」の内容について、確認承諾しました。

□

上記事項に相違ないこと、及び誓約事項を了承のうえ、寄贈を申込みます。

事務局記入欄

受付日

担当者

整理 No.

