
RIGHTS. 所属アスリート
女子バスケットボール選手
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スポーツと
文化の力、

感動を伝える。

��������
Sports/Culture/MediaSports/Culture/Media



agekke sportsmanagement

��

https://agekke-sp.co.jp/

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

目次

拠点一覧

エイジェックスポーツマネジメント / 関連法人紹介

アスリートキャリア支援

スポーツ施設運営 / スタッフ管理

スポーツチームコンサル［栃木ゴールデンブレーブス｜硬式野球部｜女子硬式野球部］

チアパフォーマンス / ダンススクール運営

スポーツアカデミー［プロ野球養成｜野球］

アスリートマネジメント

スポーツチーム遠征サポート

スポーツグッズ製作

映像制作

出版 / WEB メディア運営

国家資格取得の養成校

講習会 / イベント企画運営

プロスポーツへの協賛

エイジェックグループ法人

（株）エイジェックスポーツマネジメント

（株）エイジェックスポーツマネジメント

（株）栃木県民球団｜（株）エイジェックスポーツマネジメント

（株）エイジェックスポーツマネジメント｜GOLD LUSH｜Bgirls

（株）エイジェックスポーツマネジメント｜トレーニングプロフェッショナルアカデミー

（株）RIGHTS.

（株）ライツ・ツアー・サポート

（株）ウィンプロモーション｜ウィンモール

（株）メディアプロ｜応援.TV

（株）アスリートマガジン｜ATHLETEマガジン

スポーツ健康医療専門学校

（一社）スポーツキャリアクリエーション｜（株）RIGHTS.

（株）エイジェックスポーツマネジメント

CONTENTS



BASE ASM拠点一覧

ACCESS

agekke sportsmanagement

　ASM 北海道
北海道札幌市中央区大通西 �-� 明治安田生命札幌大通ビル �F

　ASM 仙台
宮城県仙台市青葉区中央 �-�-� AER（アエル）ビル ��F

　ASM 小山ベースボールビレッジ
 栃木県小山市梁 ��

　ASM 丸の内
東京都千代田区丸の内 �-��-� パシフィックセンチュリープレイス
丸の内 ��F

　ASM 大阪
大阪府大阪市北区大深町 �-� グランフロント大阪タワー B ��F

　ASM 広島
広島県広島市南区松原町 �-��　広島ＪＰビルディング �F

　ASM 福岡
福岡県福岡市博多区住吉 �-�-�� キャナルシティ・ビジネスセンター
ビル �F

ASM 北海道

ASM 仙台

ASM 小山ベースボールビレッジ

ASM 丸の内

ASM 大阪

ASM 広島

ASM 福岡

ASM拠点情報
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エイジェック スポーツマネジメント

(Agekke Sports Management corporation)株式会社 エイジェックスポーツマネジメント

〒���-���� 東京都千代田区丸の内 �-��-� パシフィックセンチュリープレイス丸の内 ��F
設立　���� 年 � 月 � 日

【労働者派遣事業】派 ��-������
【有料職業紹介（人材紹介）事業】��－ユ－������

スポーツコンサル｜アスリートセカンドキャリアサポート｜アカデミー｜チアパフォーマンス｜実業団スポーツ

��-����-���� ��-����-���� https://agekke-sp.co.jp/

スポーツ・文化・メディア事業スポーツ・文化・メディア事業

株式会社 RIGHTS.

〒���-����
東京都千代田区丸の内 �-��-�
パシフィックセンチュリープレイス丸の内 ��F
設立　���� 年 � 月

��-����-���� ��-����-����
https://s-rights.co.jp/

(RIGHTS. Inc.)

マネジメント｜キャスティング｜プランニン
グ｜マーケティング｜アカデミー｜メディア

株式会社 ライツ・ツアー・サポート

〒���-����
東京都千代田区丸の内 �-��-�
パシフィックセンチュリープレイス丸の内 ��F
設立　���� 年 � 月

��-����-���� ��-����-����
https://s-rights.co.jp/

(RIGHTS・Tour・Support Inc.)

旅行業
東京都知事登録旅行業第 �-���� 号｜

（一社）全国旅行業協会正会員

株式会社 栃木県民球団

〒���-����
栃木県小山市梁 ��

設立　���� 年 �� 月

����-��-���� ����-��-����
https://tochigi-braves.jp/

野球興行

一般社団法人 スポーツキャリアクリエーション

〒���-����
東京都文京区湯島 �-��-��
上野 TH ビル �F
設立　���� 年 � 月

��-����-���� ��-����-����
https://scc.or.jp/

運動指導者講習会｜講演会

株式会社 メディアプロ (Media Pro corporation)

〒���-����
東京都千代田区丸の内 �-��-�
パシフィックセンチュリープレイス丸の内 ��F
設立　���� 年 �� 月

��-����-���� ��-����-����
https://mediapro-corp.jp/

映像制作｜ライブ配信プラットフォーム｜
web 制作

株式会社 ウィンプロモーション

〒���-����
東京都千代田区丸の内 �-��-�
パシフィックセンチュリープレイス丸の内 ��F
設立　���� 年 � 月

��-����-����
https://win-pro.co.jp/

グッズ企画製作｜EC サイト運営

株式会社 アスリートマガジン

〒���-����
広島市南区松原町 � 番 �� 号
広島 JP ビルディング �F
設立　���� 年 � 月

���-���-���� ���-���-����
https://athletemagazine.co.jp/

雑誌・書籍出版

スポーツ健康医療専門学校

〒���-����
東京都墨田区両国 �-��-�

設立　���� 年 � 月
��-����-���� ��-����-����
https://spo-ken.ac.jp/

国家資格取得の養成校

スポーツ健康医療専門学校佐野市運動公園野球場 佐野市運動公園 花さんぽ 栃木BPOセンター

小山オフィス
インタビュールーム

栃木エイジェックさくら球場 小山ベースボールビレッジ
トレーニングルーム

小山ベースボールビレッジ
室内練習場

小山ベースボールビレッジ
全景

��

https://agekke-sp.co.jp/


キャリアサポート事業

アスリートキャリア支援
 / 人材育成・派遣・紹介

アスリートのセカンドキャリアをサポートします実績 Achievements

主な取引先 Client

��-����-����

info@agekke-sp.co.jp

https://agekke-sp.co.jp/

NPB 球団 � 軍コーチ

プロ野球選手引退後は人材サービス会社の実業団野
球部に入社。選手兼コーチを経験後、実業団野球部
のコーチとして派遣。現在はプロ野球チームの � 軍
打撃コーチとして活躍。

NPB 球団スタッフ
ブルペンキャッチャー・バッティングピッチャー
現役の独立リーグ選手から引退選手まで実績は多数。
キャンプ中のみのご依頼やシーズン通したご契約等、
状況に応じた対応ができることが強み。

トップリーグチームスタッフ

人材総合プロデュース企業としてさまざまな競技歴
を持つ人材を派遣。競技の垣根を越えて幅広い実績
を強みとしています。

アスリート社員（人材サービス会社様）

現役引退直後の選手に向けての就業先の斡旋だけで
なく、引退から時間が経った選手に向けて新しく活
躍できる場所を支援しています。

アスリートタレント（マネジメント会社様）

女子野球チームのコーチ兼選手。アスリートタレン
トとして企業と契約。現役を続けつつ知名度や経験
を活かしてメディア出演や講演会などで活躍中。

営業職（人材サービス会社様）

元アスリートとして活躍後、自分自身の実経験を基
に現役選手のキャリア支援ができる仕事を志望。現
在はキャリア相談や企業マッチングなど、幅広い業
務で活躍しています。

BCL キャリアサポートセンター

���� 年より引退選手のセカンドキャリア支援を目的
に設立。リーグ協力のもと、各種セミナーや個別面
談を実施。“頼れる存在” を目指しキャリアサポート
を行っています。

BC キャリアセミナー

BC リーグキャリアサポートセンターの取り組みの一
環として年１度のキャリアセミナーを実施。現役中
からキャリアの育成を行える試みを行なっています。

東都大学野球連盟セミナー

プレミアムパートナーを務める東都大学野球連盟の
所属大学 �� 校に向けて就職活動・キャリア指導を開
催。競技継続以外だけでなく幅広いキャリアの実現
に向けてサポートしています。

agekke sportsmanagement

株式会社フジテレビジョン 株式会社千葉ロッテマリーンズ 株式会社西武ライオンズ 株式会社ヤクルト球団 ルートイン BC リーグ

一般財団法人東都大学野球連盟 株式会社デンソー 株式会社日野自動車 学校法人大彦学園開志学園高等学校 株式会社文化工房学校法人同志社

��
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ファシリティー事業

施設運営 / スタッフ管理
スポーツ施設指定管理

プロスポーツ興行にて運営接客を行います実績 Achievements

主な取引先 Client

��-����-����

info@agekke-sp.co.jp

https://agekke-sp.co.jp

来場者対応 / 受付業務

チケットもぎりやサンプリング、グリーティングまで
笑顔で来場者を迎えます。
ファンクラブ受付を構え、来場者へのお声がけも含め
て入会の誘導・案内を行い、規約説明まで対応してい
ます。

グッズ販売

試合やイベント開催時には、会場内外のブースで物
販コーナーの販売員や購入商品をたたんで袋詰めす
るレジサッカー係、チケット受付係などの業務を行
なっています。  

雑踏警備 / 駐車場警備

各種行事などの大型イベントから中・小規模のイベ
ントにおける雑踏対策・駐車場内や周囲交通対策の
警備業務を行うサービスです。お客様のニーズに合
わせた警備業務を提供します。

クルー賞受賞

スタジアムで就業するスタッフ全体から優秀者を選
出するクルー賞に何度も選出されています。

プロ野球スタジアム外野席テラスでの接客

福岡のスタジアムで飲食を楽しんでもらう目的で設
置された外野席特別テラスでおもてなし接客、来場
者案内を行っております。高いレベルでのサービス
維持・提供を行うスタッフとして優秀賞もいただき
ました。

スポーツ施設指定管理

����年度より佐野市指定管理業務を受託。
佐野市運動公園３施設の運用、管理を実施していま
す

フードロスチェック

廃棄となった飲食物の調査を行います。
施設環境整備、市場調査の一環として顧客満足度向
上に勤めております。

列整理

来場者が多い施設において、グッズ販売やイベント
ブース等動線確保のための列整理を的確に配備しま
す。列整理を行いながら場内の案内・お客さまのお
問合わせにも対応いたします。

イベントブース

マッチデーにおける単発のブースの運営補助を行い
ます。ブース周りの列整理や試供品のお渡し、商品
の PR 活動等も対応可能です。

agekke sportsmanagement

株式会社千葉ロッテマリーンズ 株式会社東北楽天ゴールデンイーグルス 福岡ソフトバンクホークス株式会社 株式会社川崎フロンターレ

東京フットボールクラブ株式会社 株式会社マイナビフットボールクラブ

佐野市 アビスパ福岡

オールジャパン・プロレスリング株式会社 株式会社一球

株式会社栃木ユナイテッド（日光アイスバックス）

ENEOS 株式会社

��

https://agekke-sp.co.jp/


スポーツチームコンサル事業

栃木ゴールデンブレーブス
エイジェック硬式野球部
エイジェック女子硬式野球部

栃木ゴールデンブレーブス

��-����-����

info@agekke-sp.co.jp

https://agekke-sp.co.jp

シーズン成績
���� 年ルートイン BC リーグ加入　���� 年東地区１位・リーグ優勝　���� 年東
地区１位　���� 年東地区２位　���� 年東地区２位
���� 年村田修一　���� 年西岡剛　���� 年川崎宗則　���� 年村中恭兵　���� 年
吉川光夫　等

球団観客動員数
���� 年：��,��� 人　���� 年：��,��� 人　���� 年：��,��� 人
���� 年：��,��� 人　���� 年：��,��� 人　���� 年：��,��� 人

エイジェック硬式野球部
第 �� 回都市対抗野球大会北関東第２代表として本大会出場（栃木県予選「優勝」・
北関東大会「準優勝」）
第 �� 回 JABA 足利市長杯大会「優勝」
第 �� 回 JABA 富山大会「優勝」

エイジェック女子硬式野球部
第 �� 回全日本女子硬式クラブ野球選手権大会「優勝」
第 �� 回全日本女子硬式野球選手権大会「優勝」
���� 年ヴィーナスリーグ関東女子硬式野球大会「優勝」
���� 年侍ジャパン女子日本代表選出 � 名
第 �� 回　全日本女子硬式野球選手権大会「優勝」
���� 年ヴィーナスリーグ関東女子硬式野球大会「優勝」
���� 年　年間女王決定トーナメント　「優勝」

tochigi golden braves / agekke sportsmanagement

���� 年東地区２位

��

https://agekke-sp.co.jp/sports-team/


チアパフォーマンス事業

プロチアパフォーマンス
チームディレクション
チアリーダー派遣（応援サポート）

チアダンスに関するイベント企画運営、派遣を行っています。実績 Achievements

主な取引先 Client

��-����-����

info@agekke-sp.co.jp

https://agekke-sp.co.jp

モデル活動

●サプライヤーとしての商品 PR 活動
●企業ホームページモデル
●サンプリングの配布

チアイベントの企画 — Cheer Up Japan — 

イベント出演の機会を失っているチアリーダーに向
けてイベントを０から企画立案。当日の運営やグッ
ズ製作・プロモーションまで全てを行なっています。

ダンス講師育成・派遣

●桐生第一高等学校チアリーディング部コーチ
●宇都宮短期大学付属高等学校チアダンス部コーチ
●鷺宮製作所応援団ダンス講師　等

agekke sportsmanagement / GOLD LUSH

応援ディレクション

都市対抗野球大会、社会人野球日本選手権大会等に
おける運営（応援曲・振付の作成・応援グッズ・衣
装などの作成・チアリーダー、ブラスバンド等の派遣・
応援業務運営等）
●第 �� 回都市対抗野球大会（エイジェック ）
●第 �� 回都市対抗野球大会（三菱重工 WEST・北海
道ガス）
●第 �� 回社会人野球日本選手権大会（三菱重工
EAST、WEST・バイタルネット）

チアリーダー派遣

関東近郊のみならず日本全国の企業チーム、各種競
技の応援サポートを実施しています。
実績：SG ホールディングス（ソフトボール）
●第 �� 回全日本大学野球選手権大会
●第 �� 回都市対抗野球大会（JFE 東日本 / 他）
●第 �� 回都市対抗野球大会（鷺宮製作所・日本通運）
●第 �� 回社会人野球日本選手権大会

タレント派遣

●自治体や企業主催のイベントの MC
●スポーツ選手の入団・引退会見の司会
●梵英心（元広島カープ）現役引退会見の司会
●タカサキダンスフェスティバルの審査員

JFE 東日本硬式野球部 三菱重工 East/West 硬式野球部 鷺宮製作所硬式野球部 日本通運硬式野球部 北海道ガス硬式野球部

バイタルネット硬式野球部 SG ホールディングス 株式会社佐野 株式会社エイティズ 株式会社 HR マネージメント 株式会社スポーツニッポン新聞社

チアチームディレクション — GOLD LUSH — 

栃木ゴールデンブレーブスのオフィシャルチアパ
フォーマンスチームとして球場を盛り上げます。ま
た、地域貢献イベントやアカデミーの講師としても
活動し、たくさんの人に元気と希望を届けています。

チアチームディレクション — Bgirls — 

埼玉武蔵ヒートベアーズの公式チアパフォーマンス
チームとして球場を盛り上げています。また、イベ
ントの企画や運営、グッズ制作等、総合運営を行っ
ています。

企業・地域イベント出演

・FC 東京　　・ふるさと宮まつり
・イオンモール / イオンタウン　　・上尾産業祭

��

https://cheer-nav.agekke-sp.co.jp/


スポーツアカデミー事業

プロ野球養成アカデミー
ベースボールアカデミー ��-����-����

info@agekke-sp.co.jp

https://agekke-sp.co.jp

agekke sportsmanagement

ト レ ー ニ ン グ プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル ア カ デ ミ ー

栃木ゴールデンブレーブス / 士別サムライレイズ / 福岡北九州フェニックス /IMF BANDITS 富山

関東学園大学附属高校
聖光学院高校
作新学院高校
鹿島学園高校
白鴎大学附属足利高校

青藍泰斗高校
石橋高校
つくば秀英高校
岩瀬日大高校
桐生第一高校
下妻第二高校  等

文星芸術大学附属高校
作新学院高校
青藍泰斗高校
白鴎大学附属足利高校
栃木工業高校

小山北桜高校
石橋高校
宇都宮工業高校
宇都宮南高校
小山南高校
小山西高校
聖光学院高校

チ ア ア カ デ ミ ー

クラーク記念国際高校仙台キャンパス
学校法人石川高校
開志学園高校
東海大学附属静岡翔洋高校
神戸弘陵学園高校

第 � 回栃木さくらカップ準優勝
報知新聞社杯争奪ヴィーナスリーグ
� 位（� 勝 � 敗 � 分）
第 � 回 WBFJ
女子中学生硬式野球大会ベスト �

アカデミー生徒数 小山校：�� 名 宇都宮校：�� 名 佐野校：� 名 平出校：� 名
ユース：�� 名 TPA：� 名 U��：�� 名

主な輩出先

U�� 主な輩出先ベースボールアカデミー主な輩出先

[ 栃木 ]  バンビ校、メリー校、オリジナル校、平出校　　　[ 埼玉 ]  上尾校、熊谷校　　　[ 首都圏 ]  中目黒、鶯谷

ベースボールアカデミー主な輩出先

エイジェックユース主な輩出先 戦績（���� 年度）

��

ベースボールアカデミー U�� エ イ ジ ェ ッ ク ユ ー ス

https://agekke-sp.co.jp/academy/


RIGHTS.

アスリート文化人マネジメント事業

キャスティング
/イベント企画運営

キャスティングから企画までワンストップで行います実績 Achievements

所属アスリート Athlete

��-����-����

info@s-rights.co.jp

https://s-rights.co.jp/

プレーヤーエージェント事業

「髙田真希／バスケットボール」
「中西麻耶／パラ陸上・走幅跳」

アスリートキャリアデザイン事業

「SOFTBALL CHALLENGE PROJECT ／宇津木妙子」
「太陽グループ社内コミュニケーション活性化プロ

ジェクト／大山加奈」

イベントキャスティング事業

「柔道教室／杉本美香」
「マラソン大会ゲストランナー／エリックワイナイ

ナ」

プランニング＆オペレーション事業

「タカサキダンスフェスティバル／全体企画・演出・
運営」

「キッズスポーツ体験キャンプ／有森裕子・大山加奈・
小野塚彩那 他」

スポーツソリューション事業

「コーセーフーズ SNS プロモーション／市橋有里」
「ツルハアスリートチャンネル映像制作／槇原寛己・

稲本潤一 他」

広告代理事業

「あいおいニッセイ同和損害保険／日本車いすバス
ケットボール連盟協賛」

「マイナビ／神宮球場看板広告」

株 式 会 社 R I G H T S .

髙田真希
（バスケットボール）

穂積絵莉
（テニス）

小野塚彩那
（スキー）

髙橋礼華
（バドミントン）

大山加奈
（バレーボール）

宇津木妙子
（ソフトボール）

京谷和幸
（車椅子バスケットボール）

谷真海
（パラトライアスロン）

中西麻耶
（パラ陸上：走り幅跳び）

金哲彦
（マラソン）

市橋有里
（マラソン）

眞鍋政義
（バレーボール）

マネジメントメンバーのご紹介

（C)DENSOIRIS

Freerideworldtour.com

��

https://s-rights.co.jp/


旅行事業

スポーツチーム
遠征サポート

スポーツチーム・アスリートの遠征や出張を全面サポート実績 Achievements

��-����-����

info@s-rights.co.jp

https://s-rights.co.jp/

株 式 会 社ライツ ・ ツアー ・ サ ポ ート

東京都知事登録旅行業　第 �-���� 号
（一社）全国旅行業協会正会員

アスリートサポート

自主トレ、キャンプ、各種大会、遠征に伴う宿泊手配、
移動手配、食事手配などの総合的なサポートを行っ
ています。

学生野球チーム

大学、高校、リトルシニア等の春季キャンプ、夏季
合宿、秋季キャンプ、各種大会、遠征など宿泊手配、
移動手配、食事手配などの総合的なサポートを行っ
ています。

スポーツチームサポート

バドミントン、バレーボール、バスケットボール等
の各種大会、遠征などの手配。

交通・宿泊手配

スポーツチームの大会・キャンプ・遠征に伴う交通・
宿泊の手配を行います。
個人・団体問わず対応可能です。

社会人野球チーム

春季キャンプ、秋季キャンプ、各種大会、遠征など
でチームが競技や練習に専念できるように、宿泊手
配、移動手配、食事手配などの総合的なサポートを
行っています。

イベント主催

年齢・性別問わずスポーツに触れる機会創出のため、
各地でスポーツキャンプの企画・手配を行います。

rights tour support

食事手配

遠征先・試合会場での食事の手配も承ります。

スポーツイベントにおける主催旅行の実施

子どもたちにスポーツを体験する機会の提供・サポー
ト。キッズスポーツ体験キャンプの募集から受付業
務、オプショナルツアーの実施。

スポーツファンクラブのサポート

スポーツファンのための応援ツアーの実施。
アスリート観戦ツアーの実施、プロ野球選手自主ト
レ体験ツアーの実施。

��

https://s-rights.co.jp/tour-support


スポーツグッズ制作事業

グッズ企画・制作・販売

グッズやノベルティの企画・制作・販売代行・管理までお任せください。実績 Achievements

主な取引先 Client

・ユニフォーム
・オリジナルタオル

・キャップ
・T シャツ

・クリアファイル
・ボールペン
・ミニタオル

・シリコンバンド
・マスクケース

・モバイルバッテリー
・名刺入れ

・メダル
・フォトフレーム

・のぼり
・懸垂幕
・テーブルクロス

・立て看板
・等身大パネル

・オリジナルロゴ
・ポスター

・チラシ
・スポーツチームのユニフォーム

・ベンチプレス台
・スクワットラック

・バーベル
・バーベル用プレート　等

株式会社ウィンプロモーション

��-����-����

info@win-pro.co.jp

https://win-pro.co.jp/

https://www.winmall.jp/

ファングッズ

販促グッズ デザイン制作 トレーニング機材の販売

ノベルティグッズ 記念品

コンシューマ向け EC サイト「WinMall( ウィンモール )」では
スポーツジャンルのファングッズを始め、様々なアイテムを販売中です。

https://www.winmall.jp/栃木ゴールデンブレーブス 東都大学野球連盟 埼玉武蔵ヒートベアーズ マイナビ仙台レディース

亜細亜大学 ver

©CHIBA LOTTE MARINES

win promotion

��

＜NPB＞
株式会社読売巨人軍
株式会社千葉ロッテマリーンズ
 　

＜BC リーグ＞
株式会社神奈川県民球団
株式会社栃木県民球団
株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズ　

＜チーム＞
東京フットボールクラブ株式会社
T.T 彩たま株式会社
株式会社マイナビフットボールクラブ
アビスパ福岡　

＜連盟＞
一般社団法人大学スポーツ協会

（UNIVAS）
東都大学野球連盟 　

＜自治体＞
福岡市
北九州市 
広島市
海老名市　

https://win-pro.co.jp/
https://winmall.jp/


映像制作事業

映像企画・撮影・編集・配信
/ ライブ配信・プラットフォーム運営

実績 Achievements

主な取引先 Client

��-����-����

channel@mediapro-corp.jp

https://mediapro-corp.jp/

https://ohen.tv/

���� 年 中継・収録・配信実績
・ルートイン BC リーグ
　栃木 / 埼玉武蔵 / 神奈川 / 南地区オールスター

・女子ソフトボール ニトリ JD.LEAGUE
・第 ��� 回 全国高等学校野球選手権大会 栃木県予選
・高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会
　マクドナルド・トーナメント

・PGA SENIOR TOUR 
　ISPS HANDA やっぱり面白いシニアトーナメント

・第 ��� 回 全国高校サッカー選手権 栃木県大会
・U-�� ジュニアサッカー ワールドチャレンジ ����
・高円宮妃杯 
　JFA 第 �� 回全日本 U-�� 女子サッカー選手権大会

・第 �� 回 国民体育大会いちご一会とちぎ国体　等

応援 .TV

大会・試合の撮影手配から配信までをワンストップ
で対応致します。撮影した動画を弊社の動画配信プ
ラットフォームにアップするだけで Web 上で閲覧で
きるような形に整えられ、ユーザーに無料でご視聴
頂けます。

映像中継、制作を行います

株 式 会 社 メ デ ィ ア プ ロ

スポーツ庁女性アスリートセミナー配信業務

オンラインで視聴するセミナーの配信事業を受託。
ログイン管理、受講管理なども行えます。

DVD 制作・EC サイト

運 営 デ ィ レ ク シ ョ ン を 行 う チ ア チ ー ム『GOLD　
LUSH』のアカデミー発表会の DVD の撮影から編集・
制作までを一括実施、他イベントなどでも販売まで
展開した実績もあります。

限定動画制作・プラットフォーム提供

���� 年度都市対抗野球大会では出場企業社員向け野
球解説動画を制作。また、専用の中継配信プラット
フォームの制作も行いました。

国体 ����-����

夏季茨城と冬季愛知岐阜で行われた国体の制作を映
像制作、HP 制作、ライブ配信プラットフォームまで
の一式を受託しました。

オンラインサロン

スポーツ文化人によるオンライントークサロンを開
催。元バレーボール日本代表監督を中心にバレーボー
ルに精通したアスリート文化人同士の話を聞きなが
らユーザーはチャットによる参加を行いました。

生涯スポーツ全国会議オンラインセミナー

スポーツ庁主催のセミナーを受託。コロナ禍により
会場で集まって出来なくなったことによるオンライ
ンセミナーでの受託。

mediapro

＜官公庁・団体＞
スポーツ庁
公益財団法人日本スポーツ協会（JSPO）

＜放送局＞
日本放送協会（NHK）
日本テレビ放送網株式会社（NTV）
株式会社 TBS テレビ
株式会社テレビ朝日
株式会社ジェイ・スポーツ
株式会社とちぎテレビ

＜球団＞
株式会社楽天野球団
株式会社栃木県民球団（TGB）
株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズ
株式会社神奈川県民球団（KFD）
株式会社茨城県民球団（IAP）
東京ヴェルディ株式会社

＜一般法人＞
パナソニック（パナソニックコネクト株式会社）
清水建設株式会社
ゼビオ株式会社　等

��



athletemagazine

出版　/　WEB メディア事業

書籍編集・出版
/ WEB マガジン制作・運営

実績 Achievements

主な取引先

WEBマガジン 書籍販売

Client

Magazine Book sales

���-���-����

https://athletemagazine.co.jp/

月刊誌制作

カープ選手が毎号表紙を飾る「広島アスリートマガ
ジン」。主力選手の独占取材や、カープ OB の連載等
を展開しています。広島アスリートマガジン＝カー
プ・サンフレッチェといっても過言ではないほど、
独自の内容は他の追随を許しません。

書籍編集・制作

元カープ、エイジェックで活躍された梵英心氏、元
カープ捕手の石原慶幸氏、黒田博樹氏を発掘したカー
プの名スカウト・苑田聡彦氏など、取材力を活かし
てスポーツ関連書籍を多数制作しております。

企業 PR に伴う制作業務

マツダスタジアム近くのカープロードに設置される
看板のデザイン・原稿制作、さらに広島県観光連盟
と JR 西日本がカープを応援する一環として運行して
いる「カープ応援ラッピングトレイン」の列車デザ
インも手掛けています。

WEB マガジン制作・運営

「広島アスリートマガジン WEB」では最新から過去
まで多数のインタビュー記事、編集部制作の特集記
事が本誌撮り下ろしの貴重な写真と共に掲載されて
います。クライアント様のご要望に応じた広告タイ
アップ記事制作も承っています。

MOOK（不定期刊行物）編集・制作

カープ優勝特別号、鈴木誠也選手（現カブス）のプ
ロ入りからメジャー移籍直前までのインタビューを
まとめたインタビュー集や、夏の高校野球など、そ
の時期に話題となる雑誌も制作しております。

グッズ制作

長年カープで活躍された新井貴浩氏の「全力カレン
ダー」、LINE スタンプ、引退記念切手シートなどを
企画・制作・販売しております。さらに、自社ネッ
トショップでは、カープにまつわる他社カープコラ
ボグッズ等も販売しております。

株 式 会 社 ア ス リ ー ト マ ガ ジ ン

出版・編集・WEB メディア制作を中心にグッズ企画も行います。

＜チーム＞
株式会社広島東洋カープ
株式会社サンフレッチェ広島

＜一般法人＞
株式会社広島銀行
広島県教科用図書販売株式会社
株式会社フタバ図書

株式会社紀伊國屋書店
株式会社丸善ジュンク堂書店
株式会社 STU
エイベックス株式会社

＜定期購読者＞
【個人・法人】他

��

https://athletemagazine.co.jp/
https://www.hiroshima-athlete.com/
https://hamagazine.theshop.jp/


国家資格取得の養成校（�年制）

柔道整復師
はり師・きゅう師育成

信頼される医療人を目指して学 園 紹 介 Campus

学校紹介

■学科：柔整科・鍼灸科
【午前部】 �：�� ～ ��：��
 【午後部】��：�� ～ ��：��
■就職率：���％

柔整科

■国家試験合格率：��.�%
■進路実績例

・東京ヤクルトスワローズ ・JT マーヴェラス
・いしづか整骨院　等

鍼灸科

■国家試験合格率：はり師 ���％　きゅう師 ���％
■進路実績例

・美容鍼灸サロン CALISTA ・株式会社天使のたまご
・あず鍼灸接骨院・にしむら整形外科クリニック　等

進路実績（柔整科）

■卒業年：���� 年
■就職先：Shigoku 麻布十番　代表
■資格：柔道整復師

進路実績

■卒業年：���� 年
■就職先：銀座 HARICCHI 代表
■資格：はり師・きゅう師

女子硬式野球部

���� 年 � 月度より、新たに女子硬式野球部を創部し
ました。本年度より本格的に始動する若いチームで
すが、３年後には全国トップクラスのチームになれ
るよう取り組んで参ります。

租税セミナー

将来新規開業する学生が多いため毎年行っておりま
す。鍼灸や柔整の技術だけではなく、新規開業に必
要な知識についても学ぶことができます。

美容鍼灸セミナー

第一線で活躍している卒業生に来校していただき、
実際に現場でお客様が求めるものや技術を直接学ぶ
ことができます。

KOBA式☆体幹トレーニング

サッカー選手や歌手も取り入れているトレーニング
です。
国家試験以外の資格を取ることも可能です。

��-����-����

https://spo-ken.ac.jp/

ス ポ ー ツ 健 康 医 療 専 門 学 校 附 属  鍼 灸 院

【電話番号】
��-����-����
※不通の場合は学園

（��-����-����）へ

【アクセス】
〒���-����　
東京都墨田区両国 �-��-�

【医院情報】
●診療科目　はり治療、マッサージ、光線
●診療時間　午前／ �：�� ～ ��：��　
　　　　　　午後／ ��：�� ～ ��：�� 　
　　　　　　土曜／ �:��-��:��
●休診日　　金曜日・日曜日・祝日
●最寄り駅　JR 両国駅東口より徒歩 � 分
                    　  都営大江戸線両国駅より徒歩 � 分 院長：松澤 孝司

Sports Wellness Medical Academy 

��

https://spo-ken.ac.jp/


講習会・イベント企画運営事業

青少年育成教育
/ 地域貢献活動

スポーツの力で地域社会を活性化させ、子供たちの未来を育む実績 Achievements

主な取引先 Client

��-����-����

info-scc@scc.or.jp

https://scc.or.jp/

キッズスポーツ体験キャンプ・夏

毎年 � 月に岡山県で実施し、小学校 � ～ � 年生 ��
人程度が � 泊 � 日で自立できる環境を養うキャンプ
を開催。発起人有森裕子のもとにたくさんの企業も
賛同いただいてます。

キッズスポーツ体験キャンプ・冬

毎年 � 月に新潟県で実施し、小学校 � ～ � 年生 ��
人程度が � 泊 � 日で自立できる環境を養うキャンプ
を開催。発起人有森裕子のもとにたくさんの企業も
賛同いただいてます。

スポーツ障害予防とパフォーマンス向上の動きづく
りトレーニング

健康・体力づくり事業財団が認定している資格「健
康運動指導士」「健康運動実践指導者」、日本トレー
ニング指導者協会が認定している資格「JATI‐ATI」
の更新単位取得講習会を定期的に開催しています。

インクルーシブボルダリング体験会

プロクライマーの尾川とも子さん、パラクライマー
の小林幸一郎さんらを招き、スペシャルニーズの子
どもたちが、健常な子どもたちと共にボルダリング
体験が出来るイベントを開催。約 �� 名の小学生が
ホールドに隠された文字を壁に登りながら探すチー
ムゲームなど、様々なボルダリングを楽しみました。

スポーツポリシーフォージャパン

大学生による日本のスポーツ政策についての研究成
果と提言を持ち寄り、意見交換と交流を図る場です。
各チームがオンラインで発表し、スポーツ科学、ス
ポーツマネジメント、スポーツ政策の研究者、外部
有識者等による評価をし、各賞ぼ表彰も行いました。

CHEER UP JAPAN FESTIVAL

” 応援の力で日本を元気に” をコンセプトにチアイ
ベントを開催。練習の成果を披露する場が減ってい
たなかで、皆様にそのステージをご提供する事も大
きな目的でした。約 ��� 名の出場者が集まり、スペ
シャルゲストとしてゴリエちゃんもパフォーマンス
を披露し、会場は大変盛り上がりました。

フレイル予防における運動と食事のコラボレーショ
ン with コロナ時代の運動指導

健康・体力づくり事業財団が認定している資格「健
康運動指導士」「健康運動実践指導者」、日本トレー
ニング指導者協会が認定している資格「JATI‐ATI」
の更新単位取得講習会を定期的に開催しています。

ロードバイク座学トレーニングセミナー

自転車を安全に快適に乗るための基本トレーニング
セミナーを開催し、第 � 回目の講師にプロコーチ須
田晋太郎氏を迎え基礎トレーニング座学セミナーを
開催。

きっかけプロジェクト

スペシャルニーズの小学校 � 年生～中学 � 年生とその
兄弟姉妹を対象に、様々な「出会い」に触れ、それを「きっ
かけ」に成長してもらうことを目的としたスポーツ体
験会です。車いすバスケ・ボッチャ・フェンシングを
体験しました。また、子どもだけではなく保護者に向
けた間欠導尿セミナーも行いました。

sports career creation / RIGHTS.

��

https://scc.or.jp/


広告代理事業

スポンサー協賛 / 広告営業

プロスポーツチームに協賛支援し、スポーツの発展に取り組んでいます。実績 Achievements

��-����-����

info@agekke-sp.co.jp

https://agekke-sp.co.jp

agekke sportsmanagement

エイジェックさくら球場
ネーミングライツ

アビスパ福岡
ユニフォーム鎖骨右

FC 東京
ベンチ上部

川崎フロンターレ
バックスタンド

��

マイナビ仙台レディース
ユニフォーム鎖骨右

東都大学野球連盟 プレミアムユニバーシティズ ��
懸垂幕下段　他

中学硬式野球 � 団体
ユニフォーム右肩

ルートイン BC リーグ
外野フェンス

佐野球場
ネーミングライツ

千葉ロッテマリーンズ
外野レフトスタンド

東北楽天ゴールデンイーグルス
外野ライトスタンド

福岡ソフトバンクホークス
右中間外野フェンス

栃木ゴールデンブレーブス
ユニフォーム背面

東京ドーム
内野グラウンド

阪神甲子園球場
ベンチ上部

明治神宮野球場
内野グラウンド

京セラドーム大阪
センターバックスクリーン横

�×�
試合会場

胎内 DEERS
ユニフォームパンツ

https://agekke-sp.co.jp/sponsor/


グループ44社の専門法人で総合的なソリューションをご提供します

教育研修

社会保険労務士業

事務受託／BPO

財務・経理 BPO

建設・土木コンサルティング

造園業

医療人材サービス

スポーツ総合マネジメント

韓国における人材サービス

グッズの企画製作販売

人材の総合プロデュース グループ総合営業

ひとり親家庭就労支援

障がい者雇用特例子会社（BPO）

バイオDX人材育成

施設管理・警備・ビルメンテナンス

種子卸販売

クリニック

アスリートマネジメント

野球興行（栃木ゴールデンブレーブス）

保険代理店事業

教育講座開催

派遣元責任者講習実施機関

人事・総務のアウトソーシング

レンタル事業

不動産総合コンサルティング

施設管理・警備・ビルメンテナンス

農産物の生産・加工・販売

映像制作・配信メディア

スポーツチーム専門旅行業

シニア人材顧問紹介

行政書士業

装置・ロボット・IT

建築設計施工

種子製造加工

クリニック

スポーツ文化振興

ロシアにおける人材サービス

雑誌・書籍の出版販売

事務受託／BPO

マーケットリサーチ・モニター被験者募集人事、BPO、働き方改革コンサル障がい福祉サービス

専門学校の運営(スポーツ健康医療専門学校）

https://agekke-group.co.jp/
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