スポーツ
ビジネス
セミナー
Sports business seminar
Jリーグを皮切りに拡がったローカルスポーツビジネスは、
ｂｊリーグやプロ野球独立リーグ等に拡がりを見せ、活況を呈しています。
地域経済が低迷を続けている今、スポーツで地域を盛り上げようとする機運の高まりを受け、
地域におけるプロスポーツビジネスのノウハウを
日本とアメリカで活躍されている講師から直接学び、且つ、受講者全員で
スポーツビジネスを通じて社会への提言を図るセミナーを開催します。

セミナーの内容

1
2
3

学ぶ
語る
企てる

開催
日時

受講後の流れについて

○ＢＣリーグ人財バンク「グリーベレー」への登録

スポーツビジネスの第一線で活躍する方から
リアルな現状を学びます。

a : プロボノ登録・
・
・ 現在の職業を続けながら、自らの専門知識を
用いてＢＣリーグの発展に貢献する。

学んだ内容を基に受講生同士で議論し、
理解を深めます。

b : 転 職 登 録・
・
・
・
・
・ 双方のタイミングを見計らって、ＢＣリーグや
各球団へ転職する。

上記を踏まえ、ＢＣリーグ発展に向けた企画を
立案し、村山代表に直接ぶつけます。

平成25年

平成24年

12月15日
（土）
、22日
（土）
、1月12日
（土）
、20日
（日）
15：00〜18：00（1月20日（日）のみ13：00〜16：00）

開催
会場

共同通信社 佃研修センター

募集
定員

先着30名

東京都中央区佃２−１−３

http://www.kyodonews.jp/corporate/shisetsu-dantai/kenshuucenter.php

主催／（株）ジャパン・ベースボール・マーケティング

共催／

sports
business
seminar

B Cリーグ スポーツビジネスセミナー
○研修スケジュール
回数

DAY1

2012.12.15（土）

担当

内容

三原 徹 氏

アメリカ野球からみたBCリーグの可能性

福田拓哉 氏

ディスカッション

村山哲二 氏

BCリーグの理念とビジネスモデル

（ADM代表取締役)

（新潟経営大学 スポーツマネジメント学科准教授)

DAY2

2012.12.22（土）

DAY3

（BCリーグ代表)

船原勝英 氏

福田拓哉 氏

ディスカッション

鈴木友也 氏

メジャースポーツとの差別化に向けたポジショニング戦略

福田拓哉 氏

ディスカッション

福田拓哉 氏

Gプレゼン準備

村山哲二 氏

Gプレゼン

（トランスインサイト代表取締役)

DAY4

2013.1. 20（日）

総

福田拓哉 氏

村山哲二
1964年新潟県柏崎市生まれ。新潟県
立柏崎高校─駒沢大学卒業。高校時
代は野球部、大学時代は準硬式野球
部に所属して活躍。大学卒業後は外車
ディーラーを経て
（株）電通東日本に入
社。
サッカーのアルビレックス新潟の発足
時より、その運営プロモーションに携わ
る。同社を退社後（株）
ジャパン・ベース
ボール・マーケティングを設立し代表取
締役に就任。
プロ野球独立リーグ「ベー
スボール・チャレンジ・
リーグ
（BCリーグ）」
設立の中心的役割を果たす。

懇親会を開催します。
希望者は宿泊を斡旋
いたします。

括

○講師

（株）
ジャパン・ベースボール・マーケティング
代表取締役 ＢＣリーグ代表

※ 終了後、同 会 場 にて

BCリーグと地域メディア

（共同通信社 編集局スポーツ企画室長)

2013.1.12（土）

備考

○コーディネーター

船原勝英

三原 徹

鈴木友也

福田拓哉

一般社団法人 共同通信社
編集局スポーツ企画室長

Athletes Dream Management, Inc.
代表取締役

トランスインサイト
（株）
代表取締役

新潟経営大学
スポーツマネジメント学科准教授

1965年広島県生まれ。一橋大学卒業
後、
リクルートに勤務しアメフトチームでも
活躍。その後、米国の大学院に留学し
同社を退社。
スポーツマネージメントの
研究と仕事を始め、2001年にAthletes
Dream Management, Inc.を設立。
MLB選手会およびNPB選手会公認代
理人として日本人MLB選手のエージェ
ント業とともに、
日本とアメリカを繋ぐ各種
スポーツビジネスを展開。

1973年生まれ。一橋大学法学部卒業
後、
アンダーセン・コンサルティング
（現アク
センチュア）
を経て、
マサチューセッツ州
立大学アムハースト校スポーツ経営大学
院に留学（スポーツ経営学修士）。2006
年ニューヨークにトランスインサイト社を
設立し、
日本のスポーツ組織、
民間企業、
メディア、
自治体などに対してコンサルテ
ィング活動を展開。著書に
『勝負は試合
の前についている
！米国スポーツビジネス
流「顧客志向」7つの戦略』、
『スポーツ
経営学ガイドBOOK』、訳書に
『60億を
投資できるMLBのからくり』
がある。

1979年生まれ。立命館大学経営学研
究科博士課程前期課程修了。大家友
和ベースボールクラブ、京都パープルサ
ンガ、福岡ソフトバンクホークスマーケテ
ィングを経て、現職。主な関心領域はプ
ロスポーツにおける関係性マーケティン
グ。主な論文として「企業スポーツにお
ける運営論理の変化に関する史的考
察」
『立命館経営学』第49巻第1号、
「J
リーグ・イレブンミリオンプロジェクト達成
に向けた課題」
『新潟経営大学紀要』
第15号等がある。

１９５０年島根県生まれ。東京教育大学
（現筑波大）体育学部を経て７４年に共
同通信入社。
プロ野球や五輪競技を取
材。
９８年にスポーツデータ部長就任。
国体・高校総体の記録データ化と開催
県との渉外担当を続け、
２００７年大阪
世界陸上メディア担当を務めた。
０２年
にスポーツ企画室へ移り、
０８年から現
職。
８４年から福岡ＲＫＢ毎日放送のスポ
ーツコメンテーターを継続中。

○参加費

○申し込み方法

○申し込み及び振り込み締切

￥34,800（税込）

●下記のエントリー用紙にご記入いただき、
メールもしくはＦＡＸにて申し込みください。

平成24年12月10日（月）

（大学院在籍者は￥28,000（税込））
※2日目の懇親会費は参加費に含まれます。
※一度ご入金頂いた参加費はいかなる理由でも、
ご返金致しかねます。
ご了承のうえお振込み下さい。

mail：info@bc-l.jp

F A X：025-247-4146

●参加費は指定口座まで振り込み願います。

第四銀行 南新潟支店 普通 １７４９４７８
株式会社 ジャパン・ベースボール・マーケティング

○お問い合わせ
（株）ジャパン・ベースボール・マーケティング
TEL.０２５−２４７−４１４５（担当・新井）

※当セミナーで余剰金全額を、
BCリーグを通じて
「MIKITO AED PROJECT」
に寄付を行い、AED購入費用に充てさせていただきます。

BCリーグ スポーツビジネスセミナー
□氏名

□住所

参加申込書

□ 職 業または（ 在 籍 大 学 及 び 学 部 ）

□連絡先
□メールアドレス

