報道関係者各位
2012 年 10 月 10 日
「レアル・マドリード・ファンデーション・フットボール・アカデミー石垣」
開校のお知らせ
～11 月 7 日、サッカーパークあかんまにて、サッカースクールを開校～
～サッカーを通した国際交流及び文化交流を普及し、推進します～
一般社団法人グローバルフットボールマネジメント

日本国内の少年・少女に対して、サッカーを通した国際交流及び文化交流を普及し、推進するため、
サッカースクールの組成・運営を通じて、外国のサッカークラブチームで蓄積されたサッカー技能を伝
達すること、国際的なサッカープレイヤーを育成すること並びに少年・少女と諸外国のサッカークラブ
との交流を促進することを目的として設立された一般社団法人であるグローバル・フットボール・マネ
ジメントは、石垣市と協力して、
「レアル・マドリード・ファンデーション・フットボール・アカデミー
石垣」を 11 月 7 日に開校いたします。
本事業の実現によって、日本のジュニア層が世界のトップに触れ合う機会を提供し、日本のサッカー
界のレベル向上に寄与するとともに、 Fundacion Real Madrid の日本におけるサッカー事業の成功のた
めに全力を尽くしたいと考えております。
また、当社の本事業の主旨に賛同し、スクールの運営費用の一部を拠出するスポンサー制度を導入す
る計画ですが、すでにエグゼクティブブスポンサーとして、ロート製薬株式会社（東京証券取引所１部
上場 4527）が決定し、スポンサー契約を締結致しました。今後、オフィシャルスポンサーや地元の協賛
企業も適時募集していく予定です。

▼この件に関するプレスの方からのお問い合わせ先▼
グローバル・フットボール・マネジメント
E-mail

info@gfm-real.com

(お問い合わせは恐縮ですが、メールでお願い致します)

【レアル・マドリード・ファンデーション・フットボール・アカデミー石垣
2012 年 11 月 7 日（水）

■開校日

運営要項】

16:00 より開校式、17：00 より初練習を予定

■予定生徒数：30 名～100 名程度
■対象性年齢：6 才～15 才の男子および女子
■クラス：４クラス制
１、U8

低学年＆初心者クラス

（小学校１，２年生

２、U10

中学年クラス

（小学校３，４年生）

３、U12

高学年クラス

（小学校５，６年生）

４、U15

中学生＆優等者クラス

（中学生

および

および

サッカー未経験者＜全年＞）

特に技術に優れていると認められる小学生）

※当校は、エリート育成校ではないので、これまでサッカーに触れたことのない初心者も大歓迎です。
■練習曜日
・毎週水曜日

３（高学年クラス）と４（中学生＆優等者クラス）

・毎週木曜日

１（低学年＆初心者クラス）と２（中学年クラス）

・毎週金曜日

補講日

（水、木の練習に参加出来なかった全てのクラスの生徒および
週二回の練習をご希望の生徒）
※補講日は、全学年を対象としているため、練習内容が本練習とは
若干変わることがあります。
また、悪天候等により本練習が中止になった場合、原則的には第五週や
翌月以降の同曜日を振替日とする予定ですが、練習スケジュールの関係
で補講日を振替日とすることがあります。

■練習時間：全クラス

17：00～18：10

■練習場所：サッカーパークあかんま

（70 分間）

沖縄県石垣市宮良ヨシキド 2166-1

※グラウンドメンテナンス、J リーグ合宿等により、サッカーパークあかんまの使用が
出来ない場合は、石垣市中央運動公園陸上競技場（沖縄県石垣市登野城 1408 番 1）
に変更になる場合があります。
■費用
【初期費用】入会費：5250 円 (消費税込)
スポーツ安全保険：600 円
ユニフォーム代：8400 円

（消費税込）

（シャツ、パンツ、ソックス、レアルマドリードファンデーション公認）
【月額費用】（送迎バスなし）

全て消費税込

週１回コース月謝：4200 円 （4 回/月）
週２回コース月謝：7350 円 （8 回/月）
（送迎バス利用）

※フリーパス発行

週１回コース月謝：6200 円 （4 回/月）うち送迎代 2000 円
週２回コース月謝：9350 円 （8 回/月）うち送迎代 2000 円

■送迎バス
運行会社：東運輸株式会社
往路 16：00 発マリンパレス前～市街地主要停留所～大浜～サッカーパークあかんま 16：45 着
復路 18：30 サッカーパークあかんま発～大浜～市街地主要停留所～マリンパレス前 19：15 着
（停留所の詳細は当社ホームページをご覧下さい

http://gfm-real.com/

）

■最小催行人員および募集人員上限
1 クラス（4 種類）の生徒数の合計が 8 名に満たない場合は、当該クラスの実施を見送ることが御座
います。予めご了承下さい。
また、1 クラスの応募人数が 24 名を超えた場合は、募集を締切ることが御座いますので、合わせて
ご了承下さい。
■指導方針
当スクールは、レアル・マドリード・ファンデーションの長年の経験の蓄積により確立された指
導メソッドに基づいて指導いたします。
当校の専属コーチは、レアル・マドリード・ファンデーションから派遣されたトレーナーにより 3
ヶ月間のコーチング指導を受けます。その後も、年間 4 回マドリードより指導チェックのトレーナ
ーが来日し、約 1 週間に渡り、スクールの内容チェックを行います。なおトレーナー滞在中は、直
接生徒への指導も行います。
※11 月 1 日より 11 月 6 日まで、レアル・マドリード・ファンデーションから派遣されたトレーナ
ーによる集中講義（専属コーチ向け）がサッカーパークあかんまを中心に行われます。当該期間
中の取材も可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
※既報におきましては、初代ヘッドコーチには今井敏明が就任する予定でしたが、レアル・マドリ
ード・ファンデーションより直接トレーナーを招聘することになったため、石垣島在住で日本サ
ッカー協会公認指導ライセンス B 級を取得している鈴木梢（すずきこずえ）をヘッドコーチとし
て、直接トレーニングすることと致しました。

■募集期間
・2012 年 10 月 12 日～2012 年 10 月 31 日（10 月 12 日より応募用紙を印刷又は取得できます）
■応募方法
・当社オフィシャルホームページ http://gfm-real.com/の「生徒募集」のページ内の応募用紙を印刷
し（石垣市役所・観光交流推進課窓口にも応募用紙を備置しています）、必要事項を記入後、下記
の住所まで郵送して下さい。
〒907－0332

石垣市伊原間 1－96

一般社団法人グローバル・フットボール・マネジメント

【 協賛企業募集要項 】
当社の本事業の主旨に賛同し、スクールの運営費用の一部を拠出する協賛企業制度を導入致します。
すでに、エグゼクティブスポンサーとして、株式会社ロート製薬（東京証券取引所１部上場 4527）が決
定しておりますが、本発表後、特に沖縄県内、石垣島内の地元協賛企業も適時募集致します。
■協賛企業制度
□エグゼクティブスポンサー（3 社限定）250 万円～500 万円／年間＜練習用ユニフォームに企業ロゴ＞
□オフィシャルスポンサー

5 万円／月間

□パートナー

2 万円／月間

□サポーター

5 千円／月間

（石垣島在籍企業のみ）

※エグゼクティブスポンサーのみ年間契約、その他は月間契約の月毎更新と致します。
※オフィシャルスポンサーに付与される権利（一例）

（1）商品等の広告、宣伝及びプロモーションに関して、本サッカースクールの名称及び承認済
み画像（以下「本サッカースクール名称等」という。）を使用する権利。
（2）商品等の広告、宣伝及びプロモーションに関して、本サッカースクールの協賛企業である
旨又は「レアル・マドリード・ファンデーション・フットボール・アカデミー・石垣オフ
ィシャルスポンサー（パートナー、またはサポーター）」である旨告知する権利。
（3）本サッカースクールに関連して行なわれる記者会見の背景ボードに、オフィシャルスポン
サー企業または商品等の名称、ロゴまたはマークを掲出する権利。
（4）本サッカースクールの広告・宣伝活動において、オフィシャルスポンサー企業が本サッカ
ースクールの協賛スポンサーである旨又は「レアル・マドリード・ファンデーション・フ
ットボール・アカデミー・石垣オフィシャルパートナー」との呼称による告知を受ける権
利。
（5）本サッカースクールの公式パンフレットに、本サッカースクールの協賛スポンサーである
旨又は「レアル・マドリード・ファンデーション・フットボール・アカデミー・石垣オフ
ィシャルスポンサー（パートナー、またはサポーター）」である旨告知を受ける権利。

※パートナー、サポーターに付与される権利については、当社オフィシャルホームページをご覧下さい。

参考資料
【レアル財団について】
Real Madrid Fundacion（以後、「財団」）は、レアル・マドリードが 社会・文化の啓蒙活動を通じて社
会的責任を果たすための主体です。財団の主な目的はスポーツの内在する価値を促進し、その価値を教
育の手段として活用し、社会とのつながりの場を提供し、スポーツに関連する文化的側面を普及するこ
とにあります。財団の主な目的は、スポーツを教育の手段として、スペインとその他全世界においてそ
の内在する価値を促進することにあります。財団はスポーツの鍛錬を通じて人格形成に貢献したり、社
会から疎外されている人々を社会に復帰させることに貢献できると考えています。また、スポーツに関
連する文化的側面を広げることに貢献したいと考えています。
財団は政府の各部局や国内、国外のスポンサーからの支援、レアルマドリードやマドリディスタ達か
らの寄付金といった各方面からの支援のおかげで成り立っています。
財団の活動は大きく 5 つの分野に分けられます。スポーツ振興、スポーツを通じた教育による価値観
の形成、社会貢献事業、国際協調、企業としての活動です。財団は毎年監査を受け、その結果を理事会
と教育スポーツ省に報告します。これらの報告内容はクラブの年次レポートと財団の発行しに公表され
ます。

【グローバル・フットボール・マネジメント概要】
名称

グローバル・フットボール・マネジメント（一般社団法人）

理事

大川原紀之（理事長）、増田稿平（石垣アカデミー代表）、今子正太

監事

松渕敏朗

ヘッドコーチ

鈴木梢

協力

ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所、株式会社デスティネーションズ

目的

日本国内の少年・少女に対して、サッカーを通した国際交流及び文化交流を普及し、推進する
ため、サッカースクールの組成・運営を通じて、外国のサッカークラブチームで蓄積されたサ
ッカー技能を伝達すること、国際的なサッカープレイヤーを育成すること並びに少年・少女と
諸外国のサッカークラブとの交流を促進することを目的とする。

事業内容
(1)諸外国のサッカークラブチームで蓄積されたサッカー技能及び指導方法に関する調査並びに研究
(2)日本国内における少年・少女を対象とするサッカースクールの組成及び運営
(3)少年・少女を対象とするサッカースクールの組成・運営に関する助言
(4)諸外国のサッカークラブチームで蓄積されたサッカー技能の伝授及び普及
(5)諸外国のサッカークラブチームで蓄積された指導方法の伝授及び普及
(6)少年・少女サッカープレイヤー及び指導者の育成

(7)諸外国のサッカークラブチーム等を通した国際交流及び少年・少女に対する国際交流の機会の提供
(8)諸外国のサッカークラブチームに関する調査、研究、日本における広報及び普及活動
(9)全世界におけるサッカー興行等を通じた慈善活動
(10)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

【エグゼクティブスポンサー

ロート製薬株式会社

概要】

ロート製薬株式会社
社名

ROHTO Pharmaceutical Co.,Ltd.

創業

1899 年（明治 32 年）2 月 22 日

設立

1949 年（昭和 24 年）9 月 15 日

資本金

6,405 百万円（2012 年 3 月末現在）

売上高

77,509 百万円 <単体>
120,292 百万円 <連結>（2011 年 3 月期）

従業員

1,477 名 <単体>
5,347 名 <連結>（2012 年 3 月末現在）

事業内容

医薬品・化粧品・機能性食品等の製造販売

本件に関するお問い合わせ
広報 CSR 室

電話 06-6758-1211

