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さて皆さん、この度はなぜW杯ネタをチョイスしたかと申しますと、サッカー好きだからというのは勿論の事ですが、このイベント 
業界で働く者として、W杯は世界最大のスポーツイベントだということに注目して頂きたいためです。 
実は、W杯は毎回開催される毎にロゴやボール、他にも様々なアイテムのデザインが新しくなります。そして、なにより開閉会式
がその国を象徴した式となっているところが見物です!!開催国のオリジナリティー溢れるイベントとなっており、個人的にはどれも
惹かれるものばかりです。 
我々は、スポーツイベントに関わることはそう多くはありませんが、この業界に居れば誰しもが2020年東京オリンピックに関わり
たいですよね？ 
もしかしたら、2020年東京オリンピックのヒントになるものが多々あるかもしれません!!是非、違った視点からでもご覧ください。 

大会ロゴ 

4年に1度の開催国毎にロゴのデザインが変わり、今回のブラ

ジルは「3本の手」を使って優勝カップを表現。 

この「手」の意味は、「人道主義」や「歓迎」といった意味が込め

られている。遊び心があってブラジルらしさ満載!! 

ついに!!2014年6月13日、4年に1度開催されるサッカーワー
ルドカップ(以後W杯)が始まりました。 
W杯はオリンピックを凌ぐ世界最大のスポーツイベントと言わ
れ、そんなW杯が今年はサッカー大国ブラジルで開催される
事となり、より一層盛り上がりを増しています!! 
しかし、ブラジルは日本の裏側…ということは勿論の事、試
合時間は夜中…。つまり、ただでさえ眠れぬ日々の中、W杯
期間は更に眠れぬ日々が続きますね!!会社で目元クマだらけ、
居眠り中の福崎を見かけたら、どうかこの期間だけは「W杯だ
からな」で許してください!! 
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     エンブレムデザイン 

     開会式 

オリンピックもそうですが、開会式は大会の中でも特に世界で注目されます。 
 
今回、ブラジルはド派手な開会式で世界を魅了しました。その中でも一番注目されたのは、なんといっても世界的人気アーティス
トであるピッドブル、ジェニファー・ロペス、クラウディア・レイチがボール型ステージから飛び出し、大会アンセム「We Are One
（Ole Ola）」を熱唱パフォーマンス。ボール型のステージが開いて3人が登場した時には、会場のボルテージも最高潮に!! 
サンバの国でもあるブラジルは、開会式からお祭り騒ぎ。TV画面で見ていても、地球の裏側の熱気が伝わってきそうな勢い 
でした。そして、2020年東京オリンピックの開会式のネタになる部分も多々ありました。もし、みなさんが開会式を任せられたら、
何かアイディアはありますか？ 
 
そんな日がいつ来ても良いように、常にイメージしておきたいと思います。 

楽しみその2. 

楽しみその1. 

アルゼンチン大会 
（1978’） 

スペイン大会 
（1982’） 

メキシコ大会 
(1986’) 

イタリア大会 
(1990’) 

アメリカ大会 
(1994’) 

フランス大会 
(1998’) 

日韓大会 
(2002’) 

ドイツ大会 
(2006’) 

南アフリカ大会 
(2010’) 

ブラジル大会 
(2014’) 
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来たる6月15日、日本の戦いが始まりました!!本田選手を始め日本代表の各選手が「世界一になる」と公言している今大会です。 
初戦、アフリカの強豪コートジボワールを相手に1-2と敗戦。 
続く2戦目、6月20日ギリシャ戦は、1人退場した10人相手に0-0とスコアレスドロー。 
残す6月25日最終戦は、勝利しか許されない状況で、南米の強豪コロンビアに1-4と大敗を喫し、今大会に幕を閉じました。 
改めて、世界との差を実感した大会でしたね…。次のW杯は、4年後の2018年ロシア大会です。それまでに、世界で通用する日
本代表になって日本中を盛り上げて欲しいものですね!!（個人的には、W杯を機に日本人のイベントに対する関心を高めて欲し
いです。） 
また、この業界で働いている限りは、是非、2002年以来のW杯を日本で開催して欲しいものです。 
皆さん、我らがJAPANはグループリーグ敗退で終わりましたが、まだまだブラジルW杯は終わりません!!睡眠不足だけには気を
付けながら盛り上がってください。 

2018年 ロシア大会 

4年後の2018年は、日本代表メンバーも変わっているでしょう。
いわば、世代交代の年になっているかと思われます。そこで、
注目の選手紹介と見どころを最後に紹介しようと思います。 
…とその前に、ロシアというお国柄について知ってからの方が、
より一層次回の大会を楽しめると思います。 

・ロシア連邦 
→世界最大の国土面積を持ち、アジアとヨーロッパにまたがっ
ている。（という事は開催時、選手の移動が大変．．．。） 
→首都は、モスクワ。人口100万人を超える都市が13ある。 
→言語は、ロシア語が公用語。 
→国民性は、あまり陽気ではない。しかし、マイペースで、おお
らかなお人好しな人が多い。 
→2014年にはソチ五輪を開催し、2018年にワールドカップ開催
予定と、国際スポーツ大会に力を入れ始めている。 
→ロシアのスポーツと言えば、ウィンタースポーツのイメージが
強いが、最近ではサッカーやバレーボールにも力を入れている。 

2018年FIFAワールドカップ ロシア大会 日本代表注目選手 

まずは、今大会を終えて代表引退宣言している選手もいます
が、次のW杯はロンドン五輪でベスト4になったメンバーが中
心となる世代です。今大会のメンバーで言えば、山口選手、
清武選手、大迫選手、香川選手、柿谷選手、酒井（高）選手、
酒井（宏）選手、斉藤選手になります。そして、このメンバー
の他に更に注目すべき選手は、以下の4名です。 

     ③宇佐美選手            ④南野選手 

4選手は、代表経験があり、国際大会でも実績を残してきた
若き日本代表候補です。既に、海外のビッグクラブでのプ
レーを経験しており、日本代表の救世主となること間違いあ
りません!!みなさん、2018年は、以上の選手達に乞うご期待!! 

作成者：第一事業本部 福崎慧 

～最後に～ 
現在W杯期間中に、私も全国83箇所でJリーグクラブさんとサッカー教室の現場に入っております。やはり、W杯の影響で参加者
も多く、イベントは盛り上がっている最中です。微力ながらも少しでもイベントの成功に繋げ、無事成功に終わる事を報告出来る
様にしたいと思います。 

      ①宮市選手            ②大津選手 
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 ワールドカップ日本代表がコートジボワールに敗戦した翌日の6月16日(月)、都内でトヨタのプリウスPHV“充電プリウス”の 

新CM発表会が行われ、CMに出演する指原莉乃さんおよびAKB48チーム8選抜メンバーが出席した。 

 豪華出演陣と、どこか謎めいた設定で話題を呼ぶトヨタのTV-CM、TOYOTOWNシリーズ。 

すでにプリウスPHVのキャラクターとしておなじみ、阿部寛演じる郵便配達員(実は充電が必要なアンドロイド！)に、今回、 

新たに妹役として、マツコ・デラックスが登場するシーンから始まる。 

彼女(？)は伝説のカリスマセールスウーマンとして、プリウスPHVを「充電プリウス」と分かりやすく伝える。 

そして「兄貴！」の掛け声とともに、革のトランクから現れるのが・・・ミニチュアサイズの指原莉乃 with AKB48 Team 8だ。 

 

トヨタ プリウスPHVの新CM発表会に指原莉乃さん､AKB48 Team 8 登場！ 

 発表会ではその新TV-CMにおいて使用されている楽曲、AKB48のヒット曲「恋するフォーチュンクッキー」の公式替え歌(！)、

『恋する充電プリウス ～恋するフォーチュンクッキー2～』を、恋するフォーチュンクッキーでセンターポジションをゲットした

HKT48の指原莉乃さんが、今回は新たにAKB48 Team 8のメンバーを従え、歌とダンスを披露した。 

パフォーマンス終了後、リーダーを務める指原さんがメンバーにCM出演の感想を聞くと、静岡県出身の横道侑里さんが 

「私のうちのクルマはトヨタです。たくさんの有名な方とトヨタのCMに出演できて光栄です。このCMのパワーで全国に充電 

プリウスを広めていきたいです！」と元気よく答えた。 

 新CMは6月17日よりオンエアされており、メイキング映像やフルバージョンのMVと共に、TOYOTOWN公式サイトでも公開 

している。また現在、AKB48 Team8のメンバーが実際に47都道府県で撮影し、全国各地の方言を取り入れたご当地版MV6 

バージョンも制作中。7月中旬から順次公開を予定している。 

http://toyota-team8.jp/report/assets/2014/06/thumb-299_900-auto.jpg
http://toyota-team8.jp/report/assets/2014/06/thumb-298_900-auto.jpg
http://toyota-team8.jp/report/assets/2014/06/thumb-300_900-auto.jpg
http://car.watch.impress.co.jp/img/car/docs/653/687/html/PriusPHVCM_07.jpg.html
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ところで・・・ 

みなさん、AKB48 Team 8はご存知ですか？ 

 「会いに行けるアイドル」として活動してきたAKB48から「会いに行くアイドル」を 

コンセプトに誕生した新チーム、AKB48 Team 8。 

メンバーは、全国47都道府県で開催された〈AKB48 Team 8 全国一斉オーディション〉によって、各都道府県から1人ずつ 

選出された47名で地域に密着し、ファン一人ひとりの心にたくさんの元気を届ける活動を本年4月から開始。 

（ちなみに、岐阜県代表はもう卒業で、現在、新たな代表メンバーを選出中だそう・・・苦笑） 

そして、AKB48 Team 8の全国各地のファンのもとに「会いに行く」という活動と姿勢は、トヨタの「地域に根差したトヨタであり 

続けたい」という想いと合致するもので、トヨタはAKB48 Team 8の「会いに行く」活動と連携して共に地域に根差した活動を 

行っていくこととなり、全国のトヨタ販売店とも協力しながら、様々な活動の輪を広げ、各地域の幅広い世代の方々にクルマの 

楽しさや魅力を伝えていくとのこと。 

今後、トヨタのイベントで目にする機会が増えそうですね。。 

北海道 

坂口渚沙 
（ｻｶｸﾞﾁ ﾅｷﾞｻ） 

青森県 

横山結衣 
（ﾖｺﾔﾏ ﾕｲ） 

秋田県 

谷川聖 
（ﾀﾆｶﾜ ﾋｼﾞﾘ） 

岩手県 

佐藤七海 
（ｻﾄｳ ﾅﾅﾐ） 

山形県 

早坂つむぎ 
（ﾊﾔｻｶ ﾂﾑｷﾞ） 

宮城県 

佐藤朱 
（ｻﾄｳ ｱｶﾘ） 

福島県 

舞木香純 
（ﾓｳｷﾞ ｶｽﾐ） 

栃木県 

本田仁美 
（ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾄﾐ） 

群馬県 

清水麻璃亜 
（ｼﾐｽﾞ ﾏﾘｱ） 

埼玉県 

髙橋彩音 
（ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾈ） 

千葉県 

吉川七瀬 
（ﾖｼｶﾜ ﾅﾅｾ） 

東京都 

小栗有以 
（ｵｸﾞﾘ ﾕｲ） 

神奈川県 

小田えりな 
（ｵﾀﾞ ｴﾘﾅ） 

新潟県 

佐藤栞 
（ｻﾄｳ ｼｵﾘ） 

茨城県 

岡部麟 
（ｵｶﾍﾞ ﾘﾝ） 

愛知県 

藤村菜月 
（ﾌｼﾞﾑﾗ ﾅﾂｷ） 

静岡県 

横道侑里 
（ﾖｺﾐﾁ ﾕﾘ） 

三重県 

山本亜依 
（ﾔﾏﾓﾄ ｱｲ） 

富山県 

橋本陽菜 
（ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙﾅ） 

石川県 

北玲名 
（ｷﾀ ﾚｲﾅ） 

福井県 

長久玲奈 
（ﾁｮｳ ｸﾚﾅ） 

長野県 

近藤萌恵里 
（ｺﾝﾄﾞｳ ﾓｴﾘ） 

山梨県 

左伴彩佳 
（ﾋﾀﾞﾘﾄﾓ ｱﾔｶ） 

京都府 

太田奈緒 
（ｵｵﾀ ﾅｵ） 

兵庫県 

山田菜々美 
（ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾅﾐ） 

和歌山県 

山本瑠香 
（ﾔﾏﾓﾄ ﾙｶ） 

奈良県 

大西桃香 
（ｵｵﾆｼ ﾓﾓｶ） 

滋賀県 

濱咲友菜 
（ﾊﾏ ｻﾕﾅ） 

鳥取県 

中野郁海 
（ﾅｶﾉ ｲｸﾐ） 

島根県 

阿部芽唯 
（ｱﾍﾞ ﾒｲ） 

大阪府 

永野芹佳 
（ﾅｶﾞﾉ ｾﾘｶ） 

広島県 

谷優里 
（ﾀﾆ ﾕｳﾘ） 

山口県 

下尾みう 
（ｼﾀｵ ﾐｳ） 

徳島県 

濱松里緒菜 
（ﾊﾏﾏﾂ ﾘｵﾅ） 

香川県 

行天優莉奈 
（ｷﾞｮｳﾃﾝ ﾕﾘﾅ） 

愛媛県 

高岡薫 
（ﾀｶｵｶ ｶｵﾙ） 

高知県 

廣瀬なつき 
（ﾋﾛｾ ﾅﾂｷ） 

福岡県 

森脇由衣 
（ﾓﾘﾜｷ ﾕｲ） 

岡山県 

人見古都音 
（ﾋﾄﾐ ｺﾄﾈ） 

長崎県 

岩﨑萌花 
（ｲﾜｻｷ ﾓｴｶ） 

熊本県 

倉野尾成美 
（ｸﾗﾉｵ ﾅﾙﾐ） 

大分県 

吉野未優 
（ﾖｼﾉ ﾐﾕ） 

宮崎県 

谷口もか 
（ﾔｸﾞﾁ ﾓｶ） 

鹿児島県 

下青木香鈴 
（ｼﾓｱｵｷ ｶﾘﾝ） 

沖縄県 

宮里莉羅 
（ﾐﾔｻﾞﾄ ﾘﾗ） 

佐賀県 

福地礼奈 
（ﾌｸﾁ ﾚﾅ） 
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 軍は、5月22日のクーデターでタクシン元首相派政権を打倒したばかりで、今はタイ軍政権が国民に向けて様々なハッピーイベ

ントを実地してくれます。 

例：農家からのコメ買い取り、バンコクでの無料コンサート、Ｗ杯全試合を無料テレビ放送、歴史大作映画の無料上映など。 

この中から二つのイベントを紹介します。 

① Ｗ杯全試合を無料テレビ放送 

     ブラジル大会のタイでの放映権を持つ音楽芸能

会社ＲＳは、当初、有料テレビで全試合を放送し、無

料放送は22試合だけを予定していたが、 12日に開幕

したサッカーのワールドカップ（Ｗ杯）ブラジル大会の

タイでのテレビ放送は、紆余曲折の末、全64試合が

無料テレビで放送されることとなった。  

② タイ軍政、歴史大作映画を無料に 

     タイ軍事政権は、公開中である歴史大作映画「キング・ナレスワン5」の15日午前11時上映分の入場料をタイ全土の映画館

160スクリーンで無料とする。3万5000席分で、タイ人限定。愛国心の発揚と、軍政への支持取り付けが狙いとみられる。 

「キング・ナレスワン5」は、16世紀にビルマ軍を追い払いタイの独立を回復した英雄、ナレスワン大王を描いた映画の第5話。  

     『キング・ナレスワン』（原題：英題：The Legend of King Naresuan）は、2006年から2014年制作のタイ映画。チャートリーチャ

ルーム・ユコン監督作品。1590年から1605年の間、シャム王国を治めた王ナレースワンの人生を描いた歴史大作。2001年の作

品「スリヨータイ」に続く、タイ映画史上最大級の制作費が投じられた作品。 

     もともと全三部作の構成で、第一部「キング・ナレスワン 序章～アユタヤの若き英雄誕生～（Pegu‘s Hostage）」、第二部「キ

ング・ナレスワン ～アユタヤの勝利と栄光～（Reclaiming Sovereignty）」、両作品あわせて2007年1月に公開された。公開日は、

ナレスワン大王が騎象戦で勝利した日を記念した国軍記念日に設定された。第三部「Naval Battle（原題）」は制作が遅れ、2011

年3月に公開された。ここで最終章が終了せず、第四部「Battle of Red Heart（原題）」は、2011年8月に公開された。また最終第

五部が2014年5月に公開された。 
 

公開 

第一部： 2007年1月18日 

第二部： 2007年1月18日 

第三部： 2011年3月31日 

第四部： 2011年8月11日 

最終： 2014年5月29日  

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=fyzStmy2EHvQVM&tbnid=o942DKo7bEpSoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.newsclip.be/article/img/2014/06/13/22171/6193.html&ei=KmKzU9fUEYKPkwWx9ICABg&psig=AFQjCNEUdKr38UMQUiwaN4XsN2qOwrPF3g&ust=1404351400039110
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=YxEyvZnId9G-tM&tbnid=HdxT_o7igrdDdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.student-weekly.com/190514/190514-entertain02.html&ei=ImezU8I5hq6UBYkI&psig=AFQjCNGslk5bibXkNm_ppF3NGuPuygkHug&ust=1404352646406532


7 

 

 

T-LIVE Co.,Ltd 
Phone +81-3-3537-0234  Fax +81-3-3537-0236 

SP-LIVE International BEIJING Co.,Ltd 
Phone +86-10-6409-7531  Fax +86-10-6409-7503 

SP-LIVE International SHANGHAI Co.,Ltd 
Phone +86-21-6472-5140  Fax +86-21-6472-5170 

AAB Vietnam.  
Phone +84 838 272 701 FAX +84 838 181 392 

T-LIVE BANGKOK Co.,Ltd 
Phone +66-(0)2-716-8501  Fax +66-(0)2-716-8502 

CONCEPT 360°PET LTD 
Phone +65-6887-5595  Fax +65-6887-5991 

DELHI Saptam Film Prodctions India 
   (Saptam International) 
Phone +91-124-4014-601  FAX：+91-124-4014-801 

SP-RING Co.,Ltd 
Phone  +81-3-5543-2215  Fax +81-3-5543-2216 

BEIJING 

SHANGHAI 

HO CHI MINH 

BANGKOK 

SINGAPORE 

DELHI 

TOKYO 

SP-LIVE International GUANGZHOU Co.,Ltd 

GUANGZHOU 


