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「湘南ベルマーレの経営権取得と今後の方針のお知らせ」に関する補足資料 

 

当社は、本日、「湘南ベルマーレの経営権取得と今後の方針のお知らせ」を開示いたしましたが、本件に関す

る補足資料につきまして、別紙のとおりお知らせいたします。をご参照ください。

 

以 上 



2018年4月6日
RIZAPグループ株式会社

湘南ベルマーレとの
新たなる挑戦について



合弁会社（JV）

過半を出資

2018年4月、RIZAPグループが

「湘南ベルマーレ」の経営権を取得

役員の過半
役員の
過半

株式会社湘南ベルマーレ

筆頭株主（JVの50.05％）

議決権
100％



株式会社湘南ベルマーレ

2018年～2020年の

3年間で10億円以上

RIZAPグループが

「湘南ベルマーレ」に戦略的投資



・選手の育成、報酬

・最新テクノロジーの活用

・クラブハウスの充実

・トレーニングの充実

・ファンサービス拡大など
※ユニフォーム胸スポンサーは予定していません

＜主な用途＞

＜戦略的投資のポリシー＞

選手の育成／環境の構築がメイン



選手が輝き
そして勝つための

本気のサポート

RIZAPグループの役割



RIZAPグループが
湘南ベルマーレをサポートする理由



「人は変われる。」を証明する

RIZAPグループの理念



2012年～

RIZAP × BODY MAKE



スタートから6年で

10万人超

2013年 2018年3月末

RIZAP累計会員数
103,000名（速報値）



1：1で寄り添うことで
「結果にコミット」



平均体重が

確実に減少

１か月後 2か月後 3か月後 4か月後 5か月後 6か月後

（N = 23,872）

−11.2kg

RIZAPメソッドの効果



RIZAPが提供したい価値

ダイエット、低糖質

・・ではありません



自己実現

輝ける人生

RIZAPが提供したい価値



RIZAPグループがめざす世界

すべての人々が
自信に満ちた輝く人生を実現できる世界



スポーツでも

「人は変われる。を証明する」



BELLMARE × RIZAPBELLMARE × RIZAPBELLMARE × RIZAP
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なぜ「湘南ベルマーレ」なのか？

・超攻撃的で

エキサイティングなサッカー

・育成型クラブ

└若手選手の育成に強み

・RIZAPグループの知見を活用し

経営基盤の強化が可能



湘南ベルマーレとRIZAPグループによる

「結果にコミット」



湘南ベルマーレ

曺貴裁監督
Cho Kwi-Jea



湘南ベルマーレのクラブスローガン

私たち湘南ベルマーレの使命。
それは、世代と地域をつなぐクラブとして、チャレンジする人の成長を支え、

夢と感動を提供すること。
年齢や立場の垣根を越えた、純粋なキモチを応援するために。

誰かに話したくなるような感動空間を生み出すために。

私たちは、どんな時でもスポーツを「たのしめてるか。」を大切にします。



湘南ベルマーレとRIZAPグループのコミット

「たのしめてるか。」の定着／進化

2020年までに

①タイトル獲得（J1or 天皇杯orルヴァン杯）

②満員のスタジアム（収容率No.1）



コミット達成に向けたRIZAPのサポート

①全力のトレーニング
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プログラム開発

管野翔太

・元柏レイソルU-18在籍

・現トレーニング担当

└トライアスロン女子日本代表

└ボクシングヘビー級
日本チャンピオン選手など

Shota Kanno

RIZAPトレーナー
（プロジェクトリーダー）



川本裕和
元力士のトレーナー担当
現在はトレーナー教育を担当

伊藤竜哉
競泳ジュニアオリンピック
競技チームのコーチ経験

松崎主税
プロ野球選手/バスケット
選手などのトレーナー実績

幕田純
ハンドボール男子日本代表
合宿帯同など実績多数

小林准也
WBA世界ミドル級王者
村田諒太選手トレーナー担当

福士貴佑樹
プロゴルファー森田遥選手
トレーナー担当

陳安邦
WBOアジパシフィック・ヘビー級王者
藤本京太郎選手トレーナー担当

本井真
プロボクシング選手、プロ
キックボクサー選手の担当実績

野口敬
川崎フロンターレでの
トレーナー経験

管野翔太
トライアスロン女子日本代表
トレーニング担当など

RIZAPトレーナー陣～プロアスリート担当



豊田和斗
元プロサッカー選手
元ブリオベッカ浦安所属

坂野修平
元プロサッカー選手
元 NZ 1部リーグ所属

近田眞奈
元アルペンスキー

競技選手

鈴木翔也
元キックボクシング選手
日本スーパーフェザー級タイトル獲得

中山拓也
元ブラジリアン柔術選手
アジアオープン優勝

南典明
元バスケットボール選手
SOMECITY2016優勝・MVP

玉川裕大
元ボクシングフェザー級
日本ランキング13位

鈴木大雅
元プロ野球選手
元富山サンダーバーズ主将

梶田大和
元ウエイトリフティング
アジアジュニア選手権大会3位

斉木啓哉
元柔道選手
大学全国大会出場

上杉隼士
元プロキックボクサー
Krush! Rookies Cup出場

岩渕真也
第36代日本スーパー
ライト級チャンピオン

清水敦希
元セパタクロー日本代表
仁川アジア大会出場

小林卓司
元総合格闘家
西日本オープントーナメント優勝

RIZAPトレーナー陣～元アスリート



監督／選手／スタッフと一体となり

新たなトレーニングメソッドを開発中



最先端のトレーニング機器を備えた

トレーニング環境を早急に構築

・トレーニングしやすい環境の構築

・FMS等のアセスメント

・監督、トレーナーと連携し
選手に合わせたプログラムを開発

・競技力向上に向けた基礎体力強化
└パワー、持久力、スピード、アジリティ

・食事／ライフスタイルのサポート



RIZAPが総力を挙げたトレーニングで

絶対に負けないフィジカルを実現



②革新的なテクノロジー

コミット達成に向けたRIZAPのサポート
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RIZAPの強み

etc..体の変化を詳しく解析した

10万人超のデータを保有

etc..



サッカーデータとの連携

データ活用で
チーム強化／メソッド開発へ

フォーメー
ション

シュート
率

走行
距離

俊敏性

※内容はイメージ



さらに、データを活用して
あらゆる自己実現をサポート

トレーナー／カウンセラー



第1回ハッカソン／アイディアソン開催

①J1優勝をめざすためのソリューション

②スタジアムを満員にするアイデア

応募日程（予定）

└募集：4月中旬～6月上旬、書類選考：6月上旬～6月中旬、本選：7月中旬

応募資格：ソリューションを保有するベンチャー、大企業など

メリット：ベルマーレ／RIZAPでの採用および事業化検討

「テクノロジーを活用した

湘南ベルマーレのチーム強化」



革新的テクノロジー×みんなの力で

最強のチームに



③ファンの皆様に感動を

コミット達成に向けたRIZAPのサポート
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RIZAP KBCオーガスタ等の実績をもとに
ファンに喜ばれるサービスを計画

ファンサービスの拡大

＜KBCオーガスタの実績＞

・唐揚げなどが食べ放題

・ビール飲み放題※

・HKT48のミニコンサート

・選手が音楽で入場 など

※ギャラリーパスで入場の方のみ
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スポーツ振興によって
「湘南地域のさらなる活性化」に貢献

Jリーグ百年構想 ～スポーツでもっと幸せな国へ～

・市民の健康意識の啓発

・シニアの雇用創出/ファン化

・成果連動型医療費削減

プロジェクトの実施検討

・スポーツと健康増進のハブ

としてスタジアムを活用
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マーケティング／サービス提供を通じ
現在協議中の新スタジアムの発展に協力したい

トップ選手とユース/

市民が同じ場所でトレー

ニングできる広い施設

栄養のバランスが取れ、

スポーツでおいしいフー

ド提供が可能な施設

海外でのプレーだけでなく

セカンドキャリアにも

活かせる語学力の習得

アーティストのライブな

どエンタメ収益源による

スタジアムPLの改善

新スタジアムに向けて



RIZAPでのキャリア提供はもちろん
引退後のセカンドキャリアのチャンスを拡大

選手のセカンドキャリアマーケットの創造

＜RIZAP事業でのキャリア＞
・トレーナー（ボディメイク/ゴルフ等）
・法人/自治体向け健康セミナー営業担当
・スポーツ関連新規事業の立ち上げ

＜スキルアップ例＞
・英会話サポート

＜マーケット創造例＞
・スポーツ版タレントソーシング



選手が「強くなる」ためのスポーツギアを
徹底的に選手に合わせて共同開発

スポーツギアの共同開発



最後に



どんな暗闇のなかにいても

その人が望む限り、必ず光り輝く未来は訪れる

RISE＋UP ＝RIZAP



RISE UP！RISE UP！




