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プロスケーター（アメリカンローラー21 専属） 

      期間：1980 年 4 月～1986 年 7 月 

 

米国エンターテインメント型ローラースケートリンク American Roller 21（愛知県一宮市）にて専属プロスケータ

ーとして活動。American Roller とは、米国直輸入の照明と音響システムを導入したローラースケートリンク。 

当時長期低迷を続けていたボウリング場の業態転換で大流行したスポーツレジャー施設。 

全国で FC 展開される中、AR21 は日本最大規模 1 日最大 3,000 人を集客するフラッグシップ施設。 

現在、全国展開されるラウンドワン「スポッチャ」のローラースケートリンク導入に大きな影響を与えた。 

※2004 年ラウンドワンレジャースタジアム型（スポッチャ併設）１号店（京都伏見店）開発の際、建築事務所より

ローラースケートリンク設計に関する相談依頼を受ける。 

 

【主な業務内容】 

・SHOW 

・ゲスト対象のスケートスクール 

・インストラクター（指導員）の育成 

※1983 年東京ディズニーランド開業時は、パレードスケーターの育成を手がける。 

 

アメリカンローラーで感動消費型のビジネスを経験したことが、自身にとってビジネス観の礎となる。 

 

   

《アメリカンローラー21》         《東京ディズニーランドパレード》 

 

     

 



株式会社金沢レジャー計画 宣伝企画チーフディレクター  

期間：1986 年 9 月～1988 年 8 月 

 

アクアリゾートルネスかなざわ・営業部宣伝企画課チーフディレクター 

    1987 年 12 月、金沢市に開業した日本最大級都市型温浴リゾート施設「アクアリゾート ルネスかなざわ」（2008 年 

       閉鎖）開業プロジェクトチームに、プロモーション担当として入社。 

        

       ■開業準備室時代（16 ヶ月間） 

CI 開発、プロモーション計画、プロモーションツール制作、ミスコンテスト企画、施設名称公募企画、イメージソン

グ制作、CM 企画、出張 PR 活動等に携わる。※クリエイティブ制作は電通大阪クリエイティブ局を起用。 

■開業後～退職まで（8 ヶ月間） 

宣伝、広報、イベント企画、プール棟スタジオ（自社番組制作）の責任者を務める。 

■ルネスかなざわデータ（開業時） 

敷地面積：30,000 坪（第一期）／最大収容人員：3,900 名／開業予算：130 億円 

   

 

≪百万石まつりパレード企画≫ 

1987 年の百万石まつりパレード（加賀藩祖・前田利家公の偉業を偲んで 1952 年から開催される伝統行事）では、

企業の部に開業前の先行プロモーションとして参加。 

施設のシンボルゲートを模ったフロート、ミュージカル CAT’S にインスパイアされたメイクにコスチュームを纏った

パレードスケーターの路上パフォーマンス（ディズニーランドスタイル）が人気を集め、表彰を受ける。 

CAT'S 風の理由は、当時の広告表現に招き猫を使っていたため。企画演出：小薗井開治 制作：電通金沢支社 

   



   

 

≪光 GENJI 招聘企画≫ 

当時人気絶頂のアイドルグループ『光 GENJI』を水上ステージに出演させる。 

公演先の金沢より「歌のトップテン」（日本テレビ）の生中継候補地に挙がった「特別名勝・兼六園」とのコンペに

て、ジャニーズ事務所への演出およびセキュリティ提案で招聘を実現。 

全国放送されると同時に問合せの電話が鳴りやまず、翌日入場レコードを記録。 

   

  

≪風間トオル ファッショナブルトーク≫ 

当時 MEN’S NON-NO の人気モデル・風間トオルにジミー大西を絡めたトークショーを企画。 

チケット予約は即日完売。企画構成・司会を手掛ける。 

   

  

≪Coke is 一気！≫ 

当時「笑っていいとも」で人気のコーナー“悪魔の金曜日”（コント赤信号リーダー・渡辺正行に挑戦するコーラの 

一気飲み企画）を、本人招聘により水上ステージのイベントとして実施。企画構成・司会を手掛ける。 

   

  



プランナー（フリーランス） 

期間：1990 年 1 月～1993 年 6 月 

 

金沢レジャー計画を退職後に上京。マーケティングコンサルタントのアシスタントを務め乍ら 1 年間広告学校（夜間）

へ通学。在学中、テレビ朝日・金曜プレステージ『TOKYO ソフトウォーズ』（４人のプランナーによるプレゼン企画

コンペ番組）第一回放送のファイナリストに選ばれる。 

その後、大手広告会社のブレーンとして企画立案、企画書作成、プレゼンテーション代行業務に携わる。 

 

【代表的な仕事】 

■三菱自動車・GTO3000 デビュープロモーション企画  

1990 年のデビュー当時、三菱自動車のイメージリーダーカーと位置づけた GTO3000 のお披露目イベント企画。 

青山オーバルビル（R246 沿い）エントランスをカーピットに見立てた豪華ショールーム『GTO サテライト TOKYO』

として期間限定で開設。 

期間中、レースクイーンをイメージした GTO レディを配し、インフォメーションサービス、来場者参加型ゲーム、

クルージング（試乗会）など実施。 

 

■ミサワホーム・ミサワプラザ企画  

セミオーダー型新商品『自由空間』の発売にあたり、宮城県名取市、岩手県盛岡市に建設されたミサワプラザ（建売

集合住宅）の販売促進企画として立案。 

『MISAWA LIFE EXPO』のタイトルで、建売１棟ごとに趣味のあるライフスタイルをテーマとしたパビリオンに見

立て、来場されたファミリーは MAP に沿って見学することでスタンプラリーへのエントリーとなり、ゴールでの抽

選会へ参加できる仕組み。期間中に契約完売となる成功を収めた。 

 

■リクルート・FROM-A バンドバッカーズ企画  

FROM-A のプロモーション企画として、アマチュアバンド向けのオーディション。 

※本件はプランナーではなく、プロモーション担当としての参画。 

1990 年当時ブームだった「イカ天」（平成名物 TV 三宅裕司のいかすバンド天国）の影響により、アマチュアバンド

隆盛の時代。 

地方予選を実施後、全国 8 ブロックの代表バンドを決定、3 曲入りのミニアルバムを制作、地元でのライブを経て、

クラブチッタ（川崎市）での FINAL でメジャーデビューするバンドを決定。 

第 1 回グランプリは『THE BIRTHDAY CLUB』（1991 年テイチクレコードよりデビュー）。 

 

     

BAND BACKERS Vol.1（CD）        THE BIRTHDAY CLUB 



アリサワスポーティンググッズ株式会社 スーパーバイザー 

期間：1993 年 7 月～2001 年 12 月 

 

フリーランスとして同社が輸入販売するインラインスケートブランドのセールスプロモーション企画を手がけたこ

とからアドバイザーとして入社。 

当時「ローラーブレード」（ブランド）が市場をガリバー支配する中、ブランドプロモーションの新しい切り口とし

て米国で流行していたインラインホッケーに着目。 

競技の普及活動＝ブランドプロモーションを通じて日本のインラインホッケー市場を築き、トップブランドへと押し

上げる。それまでに存在しなかった新しいカテゴリーの導入により、スケート単体の売上だけでなく、スティック、

グローブ、プロテクター類（エルボーパッド／シンガード）、ヘルメット、バッグ、パック（ボール）、ユニフォーム

等を含め、新しい市場を確立する。 

 

【主な業務内容】 

■商品モニターテストおよび買い付け（仕入計画） 

毎年米国スポーツトレードショーでのニューモデル発表に合わせて渡米、自らモニターテストを行い、次年度の販売 

計画を基に日本市場向けモデルの選定、カスタムモデル（日本仕様）の交渉を手がける。 

     

 

■展示会の企画 

国内取引先へ向けたニューモデルの展示会（受注会）を開催。 

主要取引先（アルペン、オッシュマンズ、オリンピックスポーツ、スポーツオーソリティ、ヒマラヤ、ヴィクトリア、

ムラサキスポーツ、ICI 石井スポーツ、アートスポーツ、スポーツタカハシ等）のバイヤーを対象として、各社年間

販売計画に基づいた商品導入アドバイス、店頭販売スタッフ向けには競合商品を含めた販売方法のアドバイスを行う。  

   

 

 

 

 

 



■主要取引先とのタイアップイベント 

取引先からの指名により、初心者体験講習会、ミニ競技会、デモンストレーションを手がけることで購買量の確約と

信頼関係の強化をはかる。 

   

 

■ブランドプロモーションⅠ（プロモーションチーム運営） 

1993 年、自社ブランドを冠したプロモーションチームとして日本初のクラブチームを設立。 

アイスホッケートップアマ、NHL ドラフト指名経験を持つカナディアン、日系アメリカンを擁して 1995 年「第 1 回

全日本選抜インラインホッケー大会エキスパートクラス」で優勝。全国各地でデモンストレーションを行う。 

  

 

■ブランドプロモーションⅡ（北米プロリーグアドバイザー） 

1993 年、北米プロリーグ『RHI』（Roller Hockey International）が始まると同時に設立された日本支部『RHI JAPAN』

よりディレクターとして指名される。 

兼任することにより、 日本でのプロ化事業推進と合わせブランドプロモーションのパワーアップをはかる。 

1994 年、フジテレビ「LIVE UFO’94」イベント事業の一環として開催した『世界都市博覧会 PRESENTS！RHI DREAM 

MATCH in JAPAN オールアメリカ VS オールカナダ』（北米プロオールスターゲーム）招聘を博報堂とともに手がけ、

国立代々木第一体育館に 8000 名の観客を動員。 

     

        《開会式の模様》                  《記者会見の模様》             《ポスター》 

 

  

 

 

 

 



■ブランドプロモーションⅢ（出版・ビデオ） 

各メディアからの依頼により、ブランド紹介を条件に引き受ける。 

1995 年、RHI レッスンビデオ（英語版）の日本語監修を手がける。 

2000 年、ノースランド出版の依頼により、日本初のインラインホッケー専門書を監修。 

          

■ブランドプロモーションⅣ（スポーツ専門チャンネルコメンテーター） 

1995 年、米国スポーツ専門チャンネル「ESPN2」で放送されていた RHI 試合中継の番組が、日本の「Sports i-ESPN」

（CATV）で始まり、放送された全 16 試合の解説者を務める。2000 年 PBH（PRO BEACH HOCKEY）解説者。 

    

                                                                       《PRO BEACH HOCKEY》 

■ブランドプロモーションⅤ（イベントゲスト） 

全国各地でのイベント、競技会のゲスト（コメンテーター、エキシビション、初心者レッスン等）として招待を受け

る。協賛と合わせてブランドプロモーションを展開。  

 

■ブランドプロモーションⅥ（施設開発） 

インラインホッケーリンク（常設、仮設、床材）の企画、設計、開発の依頼を受けることによるプロモーションタイ

アップ。 

 

■ブランドプロモーションⅦ（日本代表チーム） 

1996 年、第 1 回 IIHF（国際アイスホッケー連盟）インラインホッケー世界選手権出場の JIHF（日本アイスホッケ

ー連盟）日本代表チームの編成を手がける。 

2001 年、JRSF（日本ローラースポーツ連盟）インラインホッケー日本代表 GM に就任。 

FIRS（国際ローラースポーツ連盟）インラインホッケー世界選手権に出場 5 位入賞へと導く。 

日本代表オフィシャルサプライヤーとしてのプロモーションタイアップをはかる。 

  

第１回 IIHF世界選手権         第２回 IIHF世界選手権 

             ※2001 年 4 月 2 日付／朝日新聞・東京本社版（430 万部発行） 

                       『あの人とこんな話』（全面特集）にて人物紹介される。 

 



合資会社ホッケーピーアールインターナショナル 

期間：2002 年１月～2004 年 10 月        

 

プロスポーツ選手およびコーチのマネジメント業務、スポーツクラブおよびスクールの運営、スポーツ施設の企画・

設計・開発・運営、スポーツイベントの企画および運営、スポーツ用品の販売、プロモーション業務を手がける。 

 

【代表的な仕事】 

■Joe Cook マネジメント（日本国内） 

元 RHI（アナハイム・ブルフロッグス）に所属したトッププロ選手。 

※北米プロアイスホッケーECHL（イーストコーストホッケーリーグ）でも活躍。 

1996 年に始まった IIHF インラインホッケー世界選手権では、TEAM USA キャプテンとして 1998 年（第 3 回大会）

の準決勝まで 17 連勝（2 連覇）を記録。 

インラインホッケー界のレジェンドと呼ばれ、引退後は USA 代表監督を務めた。 

Joe Cook モデルのホッケースティックなどを契約。 

   

             

■EASTON HOCKEY アドバイザリースタッフ 

米国スポーツメーカー日本代理店のアドバイザーとしてアルペン（スポーツ・デポ）を担当。 

 

■米国製スポーツ床材コンサルティング 

RHI 公認（北米プロインラインホッケー）、FIFA 公認（フットサル世界選手権）、当時 bj リーグ公認（日本プロバス

ケットボールリーグ）多目的スポーツ床材の日本代理店向けマーケティング活動（対スポーツ団体、対スポーツ施設、

対スポーツメーカー、対官公庁等）へのコンサルティング。 

 

    

MAG’S FUTSAL             ミズノフットサルプラザ味の素スタジアム 

 

 

 



■岡山操車場跡地公園整備事業インラインホッケーリンク企画開発 

2001 年、「アクションスポーツパーク岡山」のインラインホッケーツインリンクの企画開発、オープニングイベント

として「北米プロオールスターVS 日本代表」マッチメイクを手がける。 

  

 

■神戸六甲アイランド EASTON HOCKEY PARK 運営 

ジュニア向けスクール、レンタルコート、競技会の運営受託。 

 

■国際インラインスケート岐阜長良川カップ 

毎年 1500 名の愛好者が参加する国内最大のインラインスケートイベントにてホッケー競技ディレクターを務める。 

   

 

■スポーツフェスタ in にいがた 

市町村合併により人口 80 万人を超えた新潟市が政令指定都市への PR イベントとして開催。 

主催：新潟市教育委員会  

イベントプログラムは有森裕子さんと走る市民マラソン、畑山隆則さんのボクシング教室、アルビレックス新潟のジ

ュニアサッカー教室、ジュニアインラインホッケー教室。 

ジュニアインラインホッケー教室では、当時アイスホッケー日本代表の守護神・春名真仁、フランスリーグで活躍し

ていたモンテペリエ FW の坂田淳二を率いて参加。解説を務める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



琵琶湖リゾートホテル株式会社 マーケティング部長 

2004 年 11 月～2010 年 6 月 

 

経営破綻した琵琶湖畔の高級旅館再生を目的に設立された会社から宣伝・広報部長としてヘッドハントされる。 

翌年、組織再編に伴い『びわ湖温泉・旅亭紅葉』（滋賀県大津市／老朽化を理由に 2013 年閉館）マーケティング部

長として、宣伝・広報の他、営業、予約、フロント、ブライダル事業、総勢 40 名を超えるチームを統括。 

第一期より黒字化、退職まで五期連続の増収増益。 

 

■プロモーション担当として 

・プロモーション戦略（年間予算：6500 万円）の立案、宣伝業務（デザインの自社制作、広告媒体のバイイング）、

イベント企画制作、ノベルティ開発、広報業務（プレスリリース作成・配信、メディア対応等）を手がける。 

・2006 年、金沢市兼六園近くに開業した姉妹施設「兼六城下町」（ホテル兼六）のプロモーションが加わる。 

・2007 年より始めた大学生新卒採用プロジェクトでは、独自のプログラム、企業広告の取組みから、会社説明会で

は 400 名（全 5 回）を超える参加があり、約 80％の学生が第 1 次試験にエントリーした。※次年度以降も同ペース。 

・2005 年～2010 年、ロビー活動の一環として「社団法人びわ湖大津観光協会」企画宣伝部会に所属し、大津の観光

誘致活動へ参画。 

例年マニュアル通り使われていたプロモーション予算の一部を PR 会社起用により費用対効果を上げる。 

・2009 年、大津市より市長直轄プロジェクト「大津市観光戦略会議」（学識経験者 15 名と大津市産業観光部職員に

て構成）への委嘱要請を受け、大津市の観光事業策定に参画。 

  広告：STORY（光文社） 

 

■イベント企画 

・NHK 大河ドラマ『功名が辻』衣装展（NHK サービスセンター協力） 

・源氏物語千年紀『源氏物語と宝塚歌劇の世界』衣装展（KBS 京都後援） 

・Millennium 東聖観・源氏物語の世界（原画・衣装展） 

・ZERO Talk Live（KBS 京都ラジオ公開収録） 

・K Talk Live（TOKYO FM 公開収録） 

・紅葉花火大会＋外輪汽船びわ湖遊覧（毎年夏に開催） 

 

 

 



■外注業務 

グループ本社経由により外注業務を手がける。 

・2008 年、日本最大級木造建築の湯殿を持つ温泉施設「三笠天然温泉・太古の湯」（北海道三笠市）グランドオープ

ニングに関するプロモーション業務一式。 

宣伝広報計画およびすべてのデザイン監修（媒体は札幌の広告会社を起用）。オープンに先立ち、地元テレビ局で昼

の情報番組 2 本（日本テレビ系列、テレビ朝日系列）合わせて 45 分間の生中継（パブリシティ）を直接交渉により

獲得。※現地放送局の媒体レートに換算して 320 万円相当の効果。 

・2008 年、高校生女子日本代表ゴルファー卒業後の進路相談を受けて米国進出計画を企画提案、元同僚のスポーツ

マネジメント会社との契約コーディネートを手がける。プロ転向後、個人事務所の担当を兼務する。 

           

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



京都創造研究所（個人事業主） 

2010 年 7 月～2018 年 6 月 

 

スポーツマーケティング、宣伝計画、広報計画、商品開発、業態開発、ブランディング等の企画立案に携わる。 

 

2010 年 

主に自治体イベント企画コンペへのプレゼン代行を請負う。 

2011 年 

商品開発：京都十二番焼そば（名古屋・富士河口湖・榊原温泉 GC） 

商標開発：金沢ろくばんカリー 

顧問契約：株式会社セレスポ（スポーツ事業部イベント開発室） 

 

2012 年 

イベント：笑って遊ぼうミキランド（三木総合防災公園／兵庫県三木市） 

RIC SPORTS EXPO 2012（神戸六甲アイランド芝生広場） 

商標開発：金澤ストロング丼（石川県野々市市） 

             

 

2013年 

イベント：ウイング健康フェスタ 2013（ノエビアスタジアム神戸）  

               

               

  

 

 

 

 

 



商品開発：金沢じわもんラスク（未発売） 

     平成 15 年開通・北陸新幹線金沢駅開業へ向けて新ご当地銘菓を地元企業へ企画提案。 

               

 

                            

                 

ブランディング：cafe Deux Roses（香林坊 ATRIO／金沢） 

北陸随一のファッションビル「香林坊アトリオ」内３階カフェのブランディングを手がける。 

主要顧客であるマダム層へ向けフレンチテイストをコンセプトにスターバックスのワンランク上を目指すカフェの

提案。 

「キムラ珈琲」（地元ブランド）→「cafe Deux Roses」としてリニューアルオープン後、すぐに「イオン金沢店」

から出店のオファーを受けて同月に 2 号店開店。 

地元テレビ局の情報番組に取り上げられる等、売上４倍となるリブランディングに成功。 

※2015 年運営会社倒産により閉店。 

                                              

                          

 

開発会議：term 2043（アイスアリーナ誘致プロジェクト／富山） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



株式会社六大陸 福井フェニックスホテル副支配人 

20018 年 7 月～2019 年 8 月 

 

琵琶湖リゾートホテル株式会社勤務時代の元役員から依頼されて事業再生計画にプロモーション担当として参画。 

1 年間に亘り宣伝計画を手がける。楽天トラベル朝ごはんフェスティバル 2018 福井県代表に選出される。 

 

       

●楽天トラベル朝ごはんフェスティバル 2018 ファイナル（会場：楽天クリムゾンハウス） 

 

   

●イベントポスター     ●TBS ドラマ『チア☆ダン』福井ロケ撮影協力 

 

  

●すまいるスケート ハピリンク協賛（福井駅前） 

 

 

 

 

 



スポーツコミュニケーションデザイン研究所（個人事業主） 

20019 年 9 月～現在 

 

横浜 IR プロジェクトに「世界一のアイステーマパーク」を提案する目的で神奈川県へ移住。※コロナで断念 

スポーツマーケティング関連の企画提案。ポップアップリンクの演出・オペレーション企画、スケートパーク企画、 

プロモーション企画提案を手がける 

 

GRANDBERRY ICE ARENA（SNOOPY RINK）演出・DJ 

1st.2019 年 12 月~2020 年 2 月 

2nd.2020 年 11 月~2021 年 3 月 

3rd.2021 年 12 月~2022 年 2 月 

   

   

●2021 年 1 月 横浜グリッツジュニアアイスホッケー教室 MC 

 

９ROUND（キックボクシングスタイルフィットネス事業）エージェント業務 

https://9round.jp/ 

 

京丹波スポオカ（スポーツヴィレッジ／京都府京丹波町）コンサルタント業務 

 

     

NYC STYLE ROLLER DISCO 企画提案中 


