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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



自転車ロードレースはヨーロッパが本場のスポーツです。

最近では日本のみではなく、アジアでも人々は自転車を買う余裕ができ
てきて（競技に使う自転車の値段は1500USD～8000USD）愛好者の人口
も増え、レースも増えてきました。

２０１９年は世界最大のロードレースイベントであるツール・ド・フラ
ンスの優勝者もコロンビアから生まれて、グローバル化が進んでいるに
もかかわらず、プロのレースで表彰台に上がるのはアジア以外の選手ば
かりです。

理由としては、アジアにはロードレースの歴史が浅いこと、選手を段階
的に強化するシステムが欠如していることが考えられます。

現在でもやはり、本場に行って同世代の若者と切磋琢磨しながら段階的
にステップアップしていくのがプロになる唯一の方法であることは変わ
りありません。

アジアサイクリングアカデミーはアジアのレースを通して発掘した若い
選手をフランスに連れていきます。

そして、本場で強くなった選手が帰国して、地元のレースを優勝する。

年ごとに強くなっていく姿をアジアの人々に応援してもらいたいと思い
ます。

若者をフランスで強くしてアジアで成果を発揮



今後、アジアは世界の工場としてさらに重要度が増していくと思
われます。世界的なスポーツイベントもアジアでよく行われるよ
うになり、中国をはじめアジアの企業がスポンサー名を占めるよ
うになっています。

統合されたEUとは違いアジアの国境の壁はまだ厚く、アルファ
ベットもまちまちで、統合などは考えも及ばないのが現状です。

私はアジアの20歳前後の若者を集めてレースに連れていきますが、
彼らは数時間すると、肩を組んで歩きます。

アジアを代表するチームがアジアを転戦する。

各国の選手を揃えれば、各国で応援されるチームになると思いま
す。

ただし、強くなくてはなりません。

前例がないアジアを代表するチーム



• アジアを転戦して、良い選手をスカウトします。

• 実際に合宿やレースへの参加を通して、彼に才能があるか見極
めます。

• 良い選手は本場ヨーロッパで成功したプロ選手になるためには
フランスで経験を積まなくてはならないことを知っています。

• すでに完成した選手ではなく、20歳前後のこれからの若者を集
めます。

（若い選手は高い給料は必要ありません)

• アジアの各国に拠点となるチームもしくは自転車プロショップ
でのセミナーやイベントを通して関係強化、優秀な地元の選手
を紹介してもらいます。

どうやって、良い選手を集めるか？

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

10月に参加したツール・ド・ニューカレドニ
アでは阿曽選手の個人総合13位が最高で
した。



どうやって、強くするか？

フランスにおける福島代表によ
るフランス語講習。

フランスでの自炊当番制による食事風景

1ー2月は暖かいタイで乗り込み合宿をします。北部チェンライはこの時
期は乾季にあたり晴天率が高く練習環境も最高です。ビザに寛容で物価
も安いタイはアジアの選手の集合に向いています。
3月フランスのシーズン開幕とともに選手は渡仏を開始します。
カテゴリーが細分化されているフランスのアマチュアカテゴリーは世界
の若者のプロへの登竜門です。選手はレベルに合ったカテゴリーで勝負
に絡みながらステップアップできます。
同じ夢に向かう者同士が同じ釜の飯を食べ、文化の違いをリスペクトし
ながらプロ選手になるための基礎を学びます。
9月以降はヨーロッパよりもアジアの方がレースが多いので、フランス
のシーズン終了とともに選手は帰国。アジアのステージレースを中心に
転戦します。

世界のトップチームにバーレーンマク
ラーレンに所属する新城幸也も参加する

1月～2月のタイ合宿



理由

 ベトナム・中国 他 重点と思われる国にチーム・選手を派遣できます。

 富裕層に向けた宣伝（平均所得に対して自転車が高価なのでアジアのサイクリストは富裕層が多い）

 近年、アジアの若年層は車よりも自転車（スポーツ全般）に興味が移っています。（２０代、３０代にも宣伝効果）

 前例のないアジア選抜チームはどこでも注目を集めます。

 観客がTV、SNSで情報を発信してくれる。

 テレビやメディアが無い地域でも宣伝効果があります。

 現地の人に興味がなくてもレースが通過するので目から情報が入ってくる。

 写真、キャラクター、製品名のロゴの露出もできます。

• 現地従業員の帰属意識、士気向上、またコマーシャルによる求人、販売への効果が見込めます。

• 海外販路の開拓への布石

 各国の有望な選手はその国の選手には影響力があるので、そういった選手、各国2名で10ケ国、20名にサポートするこ
とは、1ケ国20名の選手にサポートするよりも広域でディープな効果が期待できます。

 レース後、現地に滞在してプレゼンや走行会を行いイメージアップと関係強化を図れる。

御社のスポンサーするメリット

アジアで活動するチームはこのような企業様にマッ
チしています。

自転車の振興活動を考えている。
これからアジア進出を考えている。

アジアでのネームバリューを上げたい。
アジアで雇用を考えている。



参戦可能なレース アジア

日程 2020

1月15～2月13日
チェンライ

トレーニングキャンプ タイ北部

3月 11-13 日 Prucycle Ph フィリピン

4月15-25日 ho chi minh TV CUP ベトナム

5月1-5日 Le Tour de  Filipinas フィリピン

5月10-17日 VE Nong Thon ベトナム

7 月 Tour of mongol モンゴル

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

舞台はアジア全域

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）

個人団体総合優勝
Ve nong thon(ベトナム) 



2002 高校ではハンドボール選手として活動
2003-5  いきなりフランスのクラブチームへ
2006-8    エキップアサダチーム
2009–10 Bbox Bouygues Telecom 所属で

ツールドフランス初参戦
2011-15  Europcar プロコンチ/ワールドツアー所属
2016-19 Bahrain–Meridaワールドツアーチーム所属

経歴

主なリザルト

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

アジア選手権優勝（2011）

最も成功した選手 新城幸也(バーレーン マクラーレン)

初渡仏で福島兄弟とフランスの地元新聞の一面を飾る
新城幸也（２００３年４月）



2020年度 フランス遠征参加予定選手

姓 名
年齢
2020

国籍 所属予定チーム カテゴリー 2019年の成績

阿曽 圭佑 28 JPN
Ifs 

Herouville(DN3)
1st 3rd ST LO

Gantumur Bat-Orshikh 24 MGL CCVSGSA(DN1) 2nd

寺田 吉騎 18 JPN Ifs Herouville Junior 6th place Montpinchon 2019

篠原 輝利 17 JPN
USSA Pavilly

Varentin
Junior

Japan champion -17 ITT
3 victoires in France

Bilguunhargal Endenebat 23 MGL Ifs Herouville 1st 3rd in Mongol championship

Bekzodbek Rakhimbaev 18 UZB Ifs Herouville Junior 2nd Asian championship 2019

WIBISONO Rachmad noka 20 INE 1st 3rd Indonesian championship elite

姓 名
年齢
2020

国籍 所属予定チーム カテゴリー 2019年の成績

Li Kuan-Hsien 25 TPE SC Val D’arre 3rd 8th St Symphorien des Bruyères (Cat3)

島野 翔汰 19 JPN VC Epernay 3rd

Muhammad Khalid NASIRRUDDIN 20 MAL UC HAM 3rd

MUHAMMAD 
NASRULLAH

ZAKARIA 20 MAL UC HAM 3rd 9th arras (cat3)

CHEN Xuan Ye 20 TPE VC EUDOIS 3rd

LEE Jian Li 17 MAL CCVSGASA Junior

XU Xianxin 21 CHN 2nd

Chaimusik Kittidet 19 THA AC Amienoise 3rd

特待生（最大10名までの予定）

一般生



ワールドワイドなネットワーク

フランス ベース

（ノルマンディー・オマール）

2016年に開設 パリから北西160km
に位置する町、オマールはシャルル
ドゴールから車で約1時間半に位置し
ます。

部屋は8人が滞在できる大部屋１、2
人部屋2つとスタッフルーム１。

車は9人と７人乗り(ルーフキャリアに
それぞれ自転車8台、5台可)の２台
の車を用意しています。

タイ ベース
ナソンリゾート(チェンライ)

春に選手が集まるアジア人の自転車ベース。オーナー
中川さんのペーサートレーニングで多くのプロ選手を輩
出してきました。
今では12月中旬から3月にかけて毎年30名以上の選
手が集まります。2020年はチーム合宿とトライアウトも
兼ねているので多くのアジア人選手が集結します。

ベトナム ベース
ブリヂストン・ハノイ様（ハノイ）

キーパーソンの竹野様が運営するショップ。数多く
のステージレースが開催されるベトナムに機材を保
管して、ここを起点にアジアのレースに参戦します。

日本 ベース
ベルエキップ様 （仙台）

アジアサイクリングアカデミーの顧問を務める
遠藤徹さんのショップです。
定期的にイベントを開催しております。
福島晋一による自転車教室も開催しております。

アジア各国にベースとなるサイクルショップや協力チームをふやして、情報
交換、イベントを通してアジア全体を盛り上げていきます。



活動費用見積もり

項目 費用

フランスでの10人の有望選手の6か月活動費用
一人の活動費900€/月x6か月x10人＝54000€

655万円

ヨーロッパ20往復チケット
（1フライトを800ユーロとして計算）

195万円

タイキャンプ
20人の１か月の滞在費用15€X30日X20人＝9000€

チケット500€X20人＝10000€

230万円

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

代表の経費と給料 1200万円

合計 3370万円

注）費用は経済状況の厳しい有望選手、優先で優遇します。

1€=121円で計算（2019年12月現
在）

選手の滞在費 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€



ダイアモンド・スポンサー

特典

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
 所属選手の国でのサイクリング

（所属選手も案内します）
 タイ合宿体験ツアー（サイクリング）
 フランス ノルマンディーのサイクリング
 代表 選手との食事会

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 ２０００万円



ゴールドスポンサー 2社

特典

ジャージの肩 脇など目立つところに御社のロゴを記載
します。

VIPイベントにご招待します
 所属選手の国でのサイクリング

（所属選手も案内します）

 タイ合宿体験ツアー（サイクリング）

 フランス ノルマンディーのサイクリング

 代表 選手との食事会

商品プログラム（ジャージ シャツ ４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 ３００万円



シルバースポンサー ５社

特典

ジャージの胸に御社のロゴを記載します。

VIPイベントにご招待します
 所属選手の国でのサイクリング

（所属選手も案内します）

 タイ合宿体験ツアー（サイクリング）

 フランス ノルマンディーのサイクリング

 代表 選手との食事会

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 １００万円



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 １０万円～

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


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
日本各地おけるサイクリング

冬季 ネパールサイクリングツアー

タイ合宿体験ツアー 2020年2月1日から9日まで
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



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

ジャージと冬用ジャージ ジャージ60セット
冬用ジャージ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

ヘルメット アイウェア 30 セット

タイヤ 200 セット

ホイール 40 セット

補給食（ジェル バー) 1000食

ボトル 500本

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。



アジア人の誇りを

忘れもしない２００７年、当時アジア最大のステージ
レース「ツール・ド・ランカウィ（マレーシア）」の第
７ステージでの出来事です。３人で集団を抜け出した、
私はイタリア人とフランス人を負かしてステージ優勝を
飾りました。その時シンガポールの友人が

「同じアジア人がヨーロッパ人に勝ってくれてうれし
い」と喜んでくれたのです。

この言葉が私の眼を開きました。日本を代表して走って
いる私を、アジアの人たちは同じ同胞として応援してく
れていたのです。

ヨーロッパで強くなった自分の道を日本人だけでなく、
アジア人で共有して皆でWIN WINの関係が作れたら、
莫大な力を後押しに世界に挑戦できるのではないか？

これが、この企画の思いついたきっかけです。

素晴らしいアジアの未来を共に創造しませんか？

(有) ボンシャンス
福島晋一

info@bonnechance.jp
www.asiacyclingacademy.com


