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アジアサイクリングアカデミー
スポンサーのご提案

（新型コロナウィルスの発生を受けて20202月 改訂版）

(有) ボンシャンス
福島晋一

info@bonnechance.jp
www.asiacyclingacademy.com

アジアサイクリングアカデミーはアジアへの事業
展開とブランド価値の確立を望む企業を探して
います。アジアの若者を信じ、未来に投資しませ
んか？



中国を発生源とする新型コロナウィルスが猛威を振るおうとしております。これはアジア、もしくは
人類にとって危機であり、今後、経済に大きな影を落とすことになりそうです。

このあおりをスポーツ業界も多大に受けて、すでに中国の海南島のレースがキャンセルされて、
マレーシアで開催予定であったアジア選手権ロードレースも延期が発表されました。

アジアは一つをスローガンに掲げて始めたこのアジアサイクリングアカデミーですが根本的に予
定を考え直す必要が出てまいりました。

この現状で安全にできる最大の強化と広報を考えてまいりたいと思っております。

活動の規模を縮小して予算も削減しております。

それでも、予算が足りないのが実情です。

この状況の収束にどれくらいの時間がかかるかわかりませんが、こういう時代であるからこそ、ア
ジア人が一つになり、励ましあって事態を乗り越えることが大切だと感じております。

そのファーストモデルにこのチームが成れると確信しております。

共にこの危機を乗り越えたときに我々の友情はさらに深まり、ゆくゆくは世界平和につながってお
くことと思います。

ご理解、ご支援いただけましたら幸いです。

2020年2月17日

福島晋一

新型コロナウイルスの発生を受けて



ロードレースとはゴールの着順や所要時間を争います。多い時は約
200人もの選手が一斉に走ります。

一般道を走るためコースは様々で、起伏の少ない田園地帯や海岸
線を走ったり、標高2,000mを越す山を登るコースもあり、1日に数Km
から長いレースでは300Km近い距離を走ることもあります。

競輪選手のような足の太さをイメージなさるかもしれませんが、実際
のロード選手は体脂肪率は低く、特に山を得意とする選手は女の子
のようなきゃしゃな体をした選手もいます。マラソンの選手をイメージ
していただけるとよいと思います。

タイヤは細く周長は２５ｍｍがよく使われます。８気圧ほど空気を入
れます。固いので中に空気が入っていないと勘違いするほどです。
細いですが良くグリップします。

公道を走るのでもちろんブレーキは付いています。ブレーキがつい
ていないのは自転車競技場を走る競輪などのトラック競技です。

レースは１日で終わるワンデーレースと数日間にわたって行われる
ステージレースがあります。

特に3週間をかけてフランスを一周するステージレースが「ツール・
ド・フランス」です。このレースは世界3大スポーツイベントの一つに
挙げられ、夢見るサイクリストのあこがれの対象になっています。世
界中に１９０ヵ国で放映され、６０ヵ国で生中継されています。

自転車ロードレースをご存じですか？



Asia Pride
２００７年、当時のア
ジア最大のステージ
レースだったツール・
ド・ランカウイの第7ス
テージはイタリア人と
フランス人と私の3人の
争いになりました。2人
を打ち負かして優勝し
ました私にシンガポー
ル出身の友人が「アジ
ア人がヨーロッパ人に
勝つのを見てとてもう
れしい」とフィニッ
シュラインで祝福して
くれました。
この言葉が私の目を開
きました。自分のチー
ムだけを代表して走っ
ていると思っていまし
たが、彼らは同じアジ
ア人として応援してく
れていたことに気が付
いたのです。
２０１９年。プロチー
ムから独立してこの企
画を始めることにしま
した。



ヨーロッパで強化してアジアで勝つ

自転車ロードレースはヨーロッパのスポーツで
す。世界最大のレースと最高の選手たちはヨー
ロッパに集中しています。

しかし、世界最大の自転車イベントであるツー
ル・ド・フランスの過去２０回の大会では12回
はオーストラリア、アフリカ、アメリカ、南米
とヨーロッパの大陸以外で生まれた選手に優勝
されています。しかし、アジアからはまだ誰も
優勝していません。

この最大の理由は、アジアにはプロ選手を育成
するための開発プログラムがないからです。

将来の世界クラスのサイクリストを生み出すた
めの唯一の方法は、アジアの若い選手をアジア
サイクリングアカデミーでのプログラムでヨー
ロッパへ派遣し、段階的に育成することです。



未来のチャンピオンの発掘

5月Dien bien phu (ベトナム) メンバー 9月1～8日 VTV cup メンバー

Ve Nong Thon総合優勝した ビルグンジャルガル選手（モンゴル）

以下の活動から選手を発掘します

 タイ チェンライタイのトレーニング
キャンプ

 アジア各地で行われるレース

 各国の連盟、チーム、開発プログラムと
の連携

 セミナーを通じたコーチからの推薦
※2020年3月20日に北九州市で開催予定

2020年 タイ合宿のメンバー



チャンピオンを育てる

タイでの本格的な乗り込
みによってアジアの選手
に距離に対する不安を
取り除き精神的に強い選
手を作り上げる。

アジアのレースを積極的に転戦し
て選手をアジアのレースでスカウト。
フランスから戻った選手が活躍して
スポンサーをアピール。

選手のとりまきを利用したネット
ワークづくり。

フランス

経験・ステップアップ

アジアのレース

発掘

成果を見せる場

タイ合宿

ベース作り

段階的な育成システム世界中の若者
のプロへの登竜門

プロ



可能性

 アジア大陸は世界最大の経済成長と人口があります。アジアサ
イクリングアカデミーのアジア各国の国内もしくは国際企業に
とって自社の製品の販売やブランディングに最適です。

話題性

 同じ境遇の選手がフランスでの共同生活、世界中でのレースを
通して、文化、言語の障壁を乗り越えるながら、ステップアッ
プしてゆく姿は未来のアジアの理想的な姿です。今までアジア
を代表するチームはどのスポーツでも存在しませんでした。こ
の凸凹の選手たちの世界への挑戦は世界中で人々の興味を駆り
立てます。ジャマイカのボブスレーチームが人々を熱狂させる
映画、クールランニングをご存じでしょうか？このようなこと
が、一国ではなくアジア全体で実際に起こり得るのです。

可能性と話題性のある
前例のないチーム

映画クールランニングの一コマ



ヨーロッパのロードレースシーズンは３～９月ですが、温暖な東南アジアでは、
その他の時期にもロードレースイベントやレースが開催されるため、 ACAの選手
は、そのレース・イベントに出場します。自転車の本場、ヨーロッパのレースで鍛
えた選手たちは必ず、アジアのレースでも活躍してくれます。

新型コロナウィルスの発生により、中国のレースはキャンセルになる公算が大き
いです。

日程 2020

4月15-25日 ho chi minh TV CUP ベトナム

5月10-17日 VE Nong Thon ベトナム

5月28日-31日 ツアーオブ熊野 日本

8月23-25日 Tour of Xingtai 中国

9 月2-8日 VTV Cup ベトナム

9月17-28日 Tour of Poyang lake 中国

9月25-26日 Tour of Binzhou 中国

9月29日-10月3日 Jelajah Malaysia / Tour of Malaysia マレーシア

10月4日 Oita Urban Classic 日本

10月17日～26日 ツール・ド・ニューカレドニア
ニューカレドニア
（フランス領）

11月5日 International yellow river 中国

11月 Tour of Lugan 中国

１１月5日 グランフォンド ユンナン 中国 雲南省

11月21-28日 VOH cup
ベトナム ラオス カンボ

ジア

12月12-15日 ツールドチェンライ タイ 北部

12月28日 Tour of dianchi plateau cycling invitational race 中国

アジアのレース

中国のアマチュアレース

Ve Nong thon ステージ優勝した
ビルグンジャルガル選手（モンゴル）

団体総合優勝
Ve nong thon(ベトナム) 



未来のチャンピオン

阿曽 圭佑
（28歳 日本）

島野翔汰
（20歳 日本）

瀬戸口 瑛
（17歳 日本）

鈴木 来人
（19歳日本）

GANTUMUR bat 
Orshikh

(24歳モンゴル）

ENKHTAIVAN 
Bolor-Erdene

(25歳モンゴル)

ZAKARIA Muhammad
Nasrullah

（20歳マレーシア）

NASIRUDDIN 
Khalid 

（21歳マレーシア）

ENDENEBAT Bilguunjargal
（23歳 モンゴル）

RAKHIMBAEV 
Belzodbek

（18歳ウズベキスタン）

WIBISON Rachmad
noka

（21歳 インドネシア)
吳沂璋

（24歳 台湾)
李冠賢

（26歳台湾）
陳玄曄

（21歳台湾）
Chaimusik Kittidet

(20歳タイ)

寺田 吉騎
（18歳 日本）

篠原 輝利
(17歳日本）

LEE Jian Li
（17歳マレーシア）

王希諾
（19歳香港）

廖家葦
（23歳 台湾）



福島晋一（起案者）
1991年、信州大学で自転車を始める。
1998年ブリヂストンアンカー所属時にフ
ランスに派遣される。

フランスの最下層の第3カテゴリーからス
テップアップ。2001年にはフランスアマ
チュアのトップカテゴリーで優勝を挙げベ
ルギーでプロデビュー。

２００７年ツール・ド・ランカウィ第７ステー
ジ優勝時に、シンガポール人に同じアジ
ア人が勝ってうれしい、と言われたことが、
このプロジェクト構想のきっかけとなる。
２０１３年引退。 ２０１４年から2年間JOC
の海外スポーツ指導者研修事業で、フラ
ンスのラポムマルセイユチームで監督研
修。 ２０１６年から3年間イタリア籍のプロ
コンチネンタルチームNIPPOヴィーニファ
ンティーニの監督を経て現在に至る。

主な成績

２００３年、全日本チャンピオン

２００４年 ツアーオブジャパン個人
総合優勝

他UCIレース通算１８勝

フランスでステップアップした例
福島晋一、新城幸也

新城幸也
（バーレーンメリダ マクラーレン）
高校ではハンドボール選手であったが、
福島に誘われて2003年に渡仏。

最下層第３カテゴリーからステップアッ
プして、２００６年、福島とチームメイトに。
２００９年にプロコンチネンタルチーム
ブイグテレコムでプロデビュー、ツール・
ド・フランスに起用される。以降、黄色人
種が到達したことがない成績を次々に
塗り替え、アジアでトップの実力を維持
している。

主な成績

ツール・ド・フランス ステージ５位
（2009年）
世界選手権９位（2010）

アムステルダム・ゴールドレース
１０位（2014年）
ツール・ド・フランス ７回全完走
グランツール １２回 全完走
ツール・ド・リムザン（2012）、台湾
（2018）、沖縄（2008） 個人総合優勝

アジアチャンピオン（2011）
新城幸也は、フランスでの1年目(2003年4
月)に福島兄弟と共にフランスの地元新聞
の一面を飾りました。



世界のネットワーク

ノルマンディー
フランス

仙台
日本

チェンライ
タイ

ハノイ
ベトナム



スポンサーメリット

• 社外へのグローカルな宣伝効果
• 広い宣伝・認知が可能

• 全アジアでレースは行われて、テレビ放映やネット中継
も多い。

• SNSで大会、選手、観客が発信している。
• レースは移動距離も長く奥地まで入り込む。
• 話題性があるのでメディアに取り上げられる。

• 深い宣伝が可能
• 各国から期待される若者が集まっている。

（その選手を応援する地元の人、その選手の友
人、ライバルに対して）

• レース後、現地に残ってイベント、パーティーを通して
製品のアピールする。

• 社内の効果
• 共通の話題が出来て活気が出る。（特に海外支社・工場）
• テレビやメディアが無い地域でも宣伝効果がある。

• 社会貢献のイメージ
• お金のない若者に夢へのチャンスを与える。

• 講演会などを通して海外に挑戦することの苦労、素晴らしさ
を子供に伝える。

• 物販協力

• レース後、数日会場に残り走行会・食事会などを通して製品
を試供してもらう。



イベント

タイ合宿

所属選手の国、または活動拠点でのサイクリングをスポン
サーの皆様のリクエストにできるだけ沿う形で企画します。

企画案

夏期 モンゴルサイクリングツアー
ノルマンディー サイクリング
選手の地元を訪ねるサイクリング

冬季 タイ合宿体験ツアー
ネパールサイクリングツアー
ベトナム4日間で1000kmサイクリング（ダナン～ホーチミン間）

モンゴルツアー

ネパールツアー
（トレッキングも可）

ノルマンディー
サイクリング

ベトナム サイクリング



活動費用見積

項目 費用

フランスでの3人の有望選手の5か月活動費用
一人の活動費900€/月x5か月x3人＝13,500€

160万円

ヨーロッパ10往復チケット
（1フライトを800ユーロとして計算）

100万円

アジアのレース参加費用(10レース)
1 レース 8000 ユーロ(スタッフの経費込み)

970万円

ホームページ、動画作成費用 120万円

活動経費とスタッフ給料 1200万円

合計 2550万円

注）費用は経済状況の厳しい有望選手から優先で優遇します。
1€=121円で計算（2019年12月現在）

選手の一か月の滞在費 900ユーロの内訳
食費10€x30日＝300€
レース参加費10€X10レース＝100€
交通費＋車の維持費20€＊10レース＝200€
家賃200€＋光熱費100€＝300€



スポンサー

Ⓐダイアモンド・スポンサー
特典

一番目立つAの場所にロゴを記載

会社名がチーム名になります。

例 御社名 アジアサイクリングアカデミー

ジャージを好きなデザイン（CI)に作ることができます。

VIPイベントにご招待します

商品プログラム（ジャージ シャツ 10セット 提供他）

ホームページ、ニュースレターにロゴ記載

年間 1200万円

Ⓑゴールド・スポンサー
特典
VIPイベントにご招待します
商品プログラム（ジャージ シャツ ３セット 提供他）
ホームページ、ニュースレターにロゴ記載

年間 １００万円

Ⓒシルバー・スポンサー
特典
VIPイベントにご招待します
商品プログラム（ジャージ シャツ 1セット 提供他）
ホームページ、ニュースレターにロゴ記載

年間 ３０万円

Ⓑ Ⓑ

Ⓒ Ⓒ

Ⓑ

Ⓑ



サプライヤーのご提案

項目 必要予定量

フレーム＋パーツ 30 セット

アフターウェアー シューズ (スタッフ分を含む) 30 セット

補給食（ジェル バー) 1000食

サプライヤーの皆様もスポンサー同様にジャージにロゴを載せさせていただきます。

また、レース会場やレース後のプレゼンテーションを通して製品を最大限にアピー
ルできるように致します。



アジアサイクリングアカデミー会員

ブロンズ会員

特典

VIPイベント

 所属選手の国でのサイクリング

（所属選手も案内します）

 代表 選手との食事会

ホームページ、ニュースレターにロゴ記載

サイクルジャージプレゼント

ニュースレター メールにて配送

年間 ８万円～

一般会員
特典

イベントのご案内します。

• 所属選手の国でのサイクリング
（所属選手も案内します）

• 代表 選手との食事会

Tシャツプレゼント
ニュースレター メールにて配送

１口 １万円より
有効期限 1年間

入会申し込みはメールにて
info@bonnechance.jp

まで入会資料請求と書いてお送りください。

mailto:入会申し込みはメールにてinfo@bonnechance.jp
mailto:info@bonnechance.jp

