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パラスポーツ疑似体験 VR(360°) 動画 

「VR short video of ParaRing」に本日より 4種目が追加で 

合計 16種目、17動画が公開中 

 

株式会社リクルート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：北村 吉弘、以下リクルート）は、パラス
ポーツ疑似体験 VR(360°)動画「VR short video of ParaRing 」に、ボッチャ、パラバドミントン、パラカ
ヌー、パラテコンドーの 4 種目を追加し、2021 年 8 月 24 日(火)より、リクルート公式 YouTube チャンネ
ル(https://www.youtube.com/channel/UCXtfTPn6QIPyEUCP1sLz_GA?app=desktop)で公開致します。本
日の 4 種目の追加公開で、合計 16 種目の動画と、16 種目のダイジェスト版の全 17 の動画をご覧いただけ
ます。 

 

１.「VR short video of ParaRing」制作背景 

 「パラリング」とは「パラダイムシフト（考え方の変化）」と「リング（つながりの輪）」の造語で、障
がい者理解を広めていくリクルートの活動です。リクルートは障がいの有無にかかわらずそれぞれが活躍で
きる社会の実現を目指して、講義やイベントへの登壇など、障がい者理解を広めるさまざまな「パラリン
グ」活動を実施しています。 

 その中でも、パラスポーツの体験会は「障がい者理解」「パラスポーツの普及促進」のためにも多く実施
したいイベントの一つですが、こういった体験会は、場所も、器具も、アスリートも、時間も、さまざまな
制約があり、その開催数および体験者数が限られている状態です。そこで、VR(360°)動画ならば、いつで
も、どこでも、スマートフォンさえあれば、パラアスリートと同じ目線でパーソナルに誰もが体験できる
「きっかけ」となると考え、2020 年 3 月 27 日(金)より、パラスポーツ疑似体験 VR(360°)動画「VR short 
video of ParaRing 」を公開しました。その後、順次動画を追加しています。今後も体験動画の種目は順
次、拡大を予定しています。 

 「VR short video of ParaRing 」の視聴を通じて、パラスポーツの理解促進、パラスポーツの普及促進お
よびファンづくりにも貢献したいと考えています。 

 

 

本件に関する 
お問い合わせ先 

https://www.recruit.co.jp/support/form/ 

https://www.youtube.com/channel/UCXtfTPn6QIPyEUCP1sLz_GA?app=desktop
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２. 「VR short video of ParaRing」の概要 

■公開動画内容 下記の 17 の映像を閲覧いただけます。 
①シッティングバレーボール ②車いすテニス ③車いすバスケットボール ④車いすフェンシング 
⑤パラ馬術 ⑥パラローイング ⑦パラ柔道 ⑧パラ卓球 ⑨パラ射撃 ⑩パラ陸上競技 
⑪パラパワーリフティング ⑫パラ競泳 ⑬ボッチャ ⑭パラバドミントン ⑮パラカヌー 
⑯パラテコンドー ⑰以上 16 種目のダイジェスト版 
※⑬～⑰の動画が、2021 年 8 月 24 日(火)より公開となります。 
 
■VRコンテンツの特長 
・スマートフォンを使い YouTube を再生すれば 360°アスリート視点での競技疑似体験がお楽しみいただ
けます。 
※スマートフォンを VR 専用ゴーグルにセットしての閲覧やパソコンでの閲覧も可能ですが、VR 専用ゴー
グルを使わずとも YouTube を再生いただくことで VR（360°）動画は閲覧いただけます。VR 専用ゴー
グルをご使用の場合は、各製品の注意事項をご確認いただき、ご視聴ください。 

・各競技の実際のアスリートの目線でカメラを装着した撮影と、通常は見ることのできない視点からの         
定点カメラでの撮影をしているので、臨場感あふれる映像をお楽しみいただけます。 

 
■VRコンテンツ動作環境 
 VR(360°)動画を視聴するには、パソコン用の Chrome、Opera、Firefox、Microsoft Edge の最新バージ
ョンが必要となります。モバイル デバイスの場合は、最新バージョンの YouTube アプリをご使用くださ
い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 リクルートグループについて 
1960年の創業以来、リクルートグループは、就職・結婚・進学・住宅・自動車・旅行・飲食・美容などの領域において、一

人一人のライフスタイルに応じたより最適な選択肢を提供してきました。現在、HRテクノロジー、メディア&ソリューショ

ン、人材派遣の 3事業を軸に、4万 6,000人以上の従業員とともに、60を超える国・地域で事業を展開しています。2020年

度の売上収益は 2兆 2,693億円、海外売上比率は約 45％になります。リクルートグループは、新しい価値の創造を通じ、社

会からの期待に応え、一人一人が輝く豊かな世界の実現に向けて、より多くの『まだ、ここにない、出会い。』を提供して

いきます。 

  

      



 

3 

３. 2021 年 8 月 24 日(火)より追加公開される動画 

＜ボッチャ＞ URL：https://youtu.be/kzAFWNj3H9Q   

 

手を使って投げる、ランプを使って転がすなど選手によりさまざまな投げ方があり、戦略とテクニックによ
り、最後の一球まで勝敗が分からないゲーム展開のボッチャの醍醐味を VR(360°)映像にしました。 

【出演アスリート】海保 美宏（オープン座位クラス）、周藤 穂香（BC３クラス）、木村 萌愛（オープン
座位クラス） 

 

＜パラバドミントン＞ URL：https://youtu.be/MXG0Ty_gF0w   

 

長いラリーの中、限られたスペースでどれだけ相手を動かしてプレーするかが決め手となる競技。 

俊敏性のある車いす操作が求められるパラバドミントンの醍醐味を VR(360°)映像にしました。 

【出演アスリート】島田 務（競技クラス：WH1） 

 

＜パラカヌー＞ URL：https://youtu.be/DGvOs0stlBk   

 

https://youtu.be/kzAFWNj3H9Q
https://youtu.be/MXG0Ty_gF0w
https://youtu.be/DGvOs0stlBk
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健常者のスプリントカヌーのルールと同じ 200mの距離をわずか 1 分以内で全力で漕ぎきるスピード感や 

選手によって異なるパドルの漕ぎ方など、高度なテクニックが要求されるパラカヌーの醍醐味を VR(360°)
映像にしました。 

【出演アスリート】今井 航一（競技クラス：KL3 VL3） 

 

＜パラテコンドー＞ URL：https://youtu.be/gF_YCvsMz2M   

 

2 分×3 ラウンドで戦い、胴体への蹴りのみが有効になるルールで、基本の蹴りに加え、半回転や、 
一回転の蹴りなど、豪快で華麗な足技が魅力のパラテコンドーの醍醐味を VR(360°)映像にしました。 

【出演アスリート】阿渡 健太（競技クラス：K43 -61kg級）、伊藤 力（競技クラス：K44 +75 kg 級） 

 

＜16種目ダイジェスト版＞ URL：https://youtu.be/PWDCrRw52II 

 

16 種目の動画をダイジェストでお楽しみいただけます。 

４. 公開中の動画 

＜シッティングバレーボール＞ URL：https://youtu.be/1plufQVCOgk 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/gF_YCvsMz2M
https://youtu.be/PWDCrRw52II
https://youtu.be/1plufQVCOgk
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【出演アスリート】田澤 隼 ※リクルート所属、リクルートオフィスサポート勤務 

 

＜車いすテニス＞ URL：https://youtu.be/tpR3fW7ssNc 

 

【出演アスリート】菅野 浩二(クアードクラス) ※リクルート所属、リクルートオフィスサポート勤務 

 

＜車いすバスケットボール＞ URL：https://youtu.be/19Ytc-PZJ8Q 

 

【出演アスリート】村上 慶太、山口 健二 ※共にリクルートオフィスサポート勤務 

 

＜車いすフェンシング＞ URL：https://youtu.be/YPWI6wUUZDc 

 

 

 

 

 

 

【出演アスリート】千坂 香菜 (競技クラス：カテゴリーB フルーレ・エペ） 

 

 

https://youtu.be/tpR3fW7ssNc
https://youtu.be/19Ytc-PZJ8Q
https://youtu.be/YPWI6wUUZDc


 

6 

＜パラ馬術＞ URL：https://youtu.be/pNpCHLaVXf4 

 

 

 

 

 

 

【出演アスリート】稲葉 将（競技クラス：グレードⅢ） 

 

＜パラローイング＞ URL：https://youtu.be/KyDE6UctPAQ 

 

【出演アスリート】成嶋 徹（競技クラス：PR3 クラス） 

 

＜パラ柔道＞ URL：https://youtu.be/a_KYliBvHfs 

 
【出演アスリート】半谷 静香（競技クラス：女子 48 ㎏級 B1 クラス） 

 

 

 

 

https://youtu.be/pNpCHLaVXf4
https://youtu.be/KyDE6UctPAQ
https://youtu.be/a_KYliBvHfs
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＜パラ卓球＞ URL：https://youtu.be/bODgf8A7uQU 

 

【出演アスリート】山田 大地（競技クラス：クラス 10） 

  

＜パラ射撃＞ URL：https://youtu.be/YKc7Juubk4o 

 
【出演アスリート】山内 裕貴（競技クラス：男子 SH1 クラス 10mエアピストル） 

  

＜パラ陸上競技＞ URL：https://youtu.be/XRPQmjN0mDE 

 
【出演アスリート】渡辺 勝（競技クラス：T54） 

  

 

 

 

https://youtu.be/bODgf8A7uQU
https://youtu.be/YKc7Juubk4o
https://youtu.be/XRPQmjN0mDE
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＜パラパワーリフティング＞ URL：https://youtu.be/Kf3C_ONaINc 

 
【出演アスリート】三浦 浩（競技クラス：49 ㎏級）   

  

＜パラ競泳＞ URL：https://youtu.be/hJEDllSvACk 

 
【出演アスリート】鎌田 美希（競技クラス：S8、SB7、SM8） 

 

 

 

出演パラアスリートのプロフィール詳細などは、 

パラリング特設サイト(https://www.recruit.co.jp/sustainability/pararing/2021/02/VR.html)から 

ご確認いただけます。 

 

 

 

 

https://youtu.be/Kf3C_ONaINc
https://youtu.be/hJEDllSvACk
https://www.recruit.co.jp/sustainability/pararing/2021/02/VR.html

