
サッカーで飯を食う。
一般社団法人V.M.E.C



Vencedor Mie Esporte Clube
Vencedorとはポルトガル語で
『成功者』という意味です。現役
プロサッカー選手の岩﨑陽平が代
表務めるサッカークラブです。海
外３０カ国以上プロサッカー選手
として活動をし、豊富な海外コネ
クションを使い、日本人選手の夢
のサポートをアシストします。 

参考資料 

https://ja.wikipedia.org/wiki/岩
崎陽平

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A9%E5%B4%8E%E9%99%BD%E5%B9%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A9%E5%B4%8E%E9%99%BD%E5%B9%B3




2018シーズン日本人初オマーンプレミアリーガー 
２０１８年Mazda Cup 優勝



ビジョン
『個人のキャリア形成』にこだ
わってサッカーをしています。 

人として、成長する為にサッ
カーをする。その為に目標に向
かって行動できる人を育成しま
す。 

まずは。。。海外でもサッカー
で成功できる人材、今回はそこ
にフォーカスした資料になりま
す。



どうプロになるか？
弊社では、経験豊富なサッカーに必
要な専門家がいます。 

三重県でプロになる為に必要な武器
を作ってもらいます。 

海外流を日本で学び、海外で成功す
る為の場所を提供します。 

プロになるまでのレールに乗せる作業
を弊社が一貫して行います。 

※写真はFC岐阜時代の岩﨑陽平 



具体的な流れ
① 三重県でプロジェクトに加入 

② 海外のトライアウトクラブを100パーセント紹介
『2018年7月、14人のトライアル生が参加し、9人がヨーロッパのクラブと契約を締結。
その翌年2019年は6名の日本人選手がバルト３国のクラブとの登録を弊社でサポート』 

③ 契約 

④ 海外でのキャリアのサポート



参考映像

https://www.youtube.com/watch?v=wJWwqwHiQlU

動画提供 弊社スポンサー

https://www.youtube.com/watch?v=wJWwqwHiQlU


Metodo de Vencedor
三重県のサッカープロジェクト



プロジェクト内容
• 仕事 

• サッカー 

• フットサル 

• メンテナンス 

• ルームシェア生活



自己資金貯蓄支援サービス
1年から2年間で200万円の自己資金を貯めるサー
ビスを言います。（海外渡航諸経費） 

海外に行く為には、諸経費がかかります。その自
己資金を貯める為の支援プログラムです。本プロ
ジェクト支援スポンサー企業先に就労する事で、
技術を身につけながら自己資金を蓄えることが出
きるサービスです。



仕事追加事項
弊社で、車を9台所持しています。 

プロジェクト加入選手であれば自由にレンタル
OK。 

（保険約16000円/月、ガソリン代選手負担） 

仕事の現場によって、ガソリン代も支給して頂い
ています。



仕事とサッカーの両立
一般社会では、経歴のない人（選手）に対しては
給料が少ないのが当たり前です。 

因みに、2015年以降、弊社がサポートした選手の
プロ契約初年度の平均月収は５万円程度です。 

だからこそ、最低限自己投資できる金額を日本で
貯める事が、自分のキャリアの手助けにもなりま
す。



プロサッカーと協賛企業
プロのサッカークラブはスポンサーから成り立って
います。 

プロ＝サポーター&スポンサーの為にプレーする。 

弊社にもいくつかスポンサーのサポートがありま
す。 

あなたの夢を応援してくれるサポーターの為に、毎
日仕事とサッカーを頑張る事。



“Vencedor Mie Esporte Clube”



専門家
サッカー担当　林　一章　氏 

現FC伊賀くノ一　コーチ 

元FC東京選手 

元水戸ホーリホック選手 

海外経験（ブラジル、シリア等）



専門家
フットサル担当　森本　良　氏 

元シュライカー大阪 

元プロフットサル選手（日本一経験） 

海外経験　アルゼンチン　 

海外ではフットサルから入り、サッカーに繋げています。
フットサルをトレーニングする事で、サッカーのスキルを
上達させる狙いがあります。



メンテナンス
元Jリーグトレーナーを月に一回招聘し、身体
の使い方を覚えてもらいます。 

海外には日本程メディカルスタッフの整ってな
いクラブもあります。 

自ら、体の仕組みを覚えて行く事が成功につな
がります。



元Jトレーナーの会社から派遣



アスリートフードマイスター
弊社パートナーが選手各々のライフスタイル
から、どんな食事が適しているのか？ 

自分で稼ぐ給料からどこまで栄養に関して、
自己投資して行くのか？ 

選手の要望に応じて、毎月チェックをしなが
ら選手のパフォーマンス向上につなげます。



メンタルトレーナー

• 調子のいい時、うまくいかない時、相談できな
い時にプライベートを尊重した環境を作っていま
す。 

• お金の使い道、貯め方、目標の立て方を相談し
て設定して行くことでパフォーマンス向上に繋
げます。



ルームシェア
海外で最初にキャリアをスタートさせるにあたり、いきなり
ビッグクラブには行けません。行けても留学としてで、プロ
としての登録はされていないのが現状です。 

日本人がサッカーで給料を得る為には、ヨーロッパの小さい
クラブがベストだと考えています。（チャンスが多い） 

そういったクラブでは、ほとんどが他国の外国人とのルーム
シェアになります。 

今のうちに、ルームシェアに慣れる事が成功への近道です。



Equipment 
弊社プロジェクト生は、トレー
ニングウェアの貸し出しを行
なっています。 

提供 

FUTBOLEIRA  

本気の選手をサポートします





海外経験者招集
2017年 

元ブラジルのトップリーグの選
手、アルゼンチン、ペルー、ボリ
ビア、モンゴル、オーストラリ
ア、フィリピン、ベトナム等 

日本人に限らず外国人も、多くの
元プロ選手がトレーニングに参加
しています。 

次のクラブが決まるまでの調整環
境も提供しています。



経験者から学ぶ
弊社では、多くの人脈を生か
し、日本のJリーグを始め世界各
国からプロ経験のある選手を
フットサルスクールや、社会人プ
ロジェクトに来て頂いています。 

良い選手は早く上のカテゴリー
でプレーできるような環境があ
ります。 

（J１で２００試合以上出場経験
のある深谷選手）



国内外に強い
• 他にはない絶対的な経験値
（全員海外経験者） 

• 専門家が現役プロ&元プロ 

• http://vmec.jp/staff-
members 

• 弊社スタッフが使える言語の
数（８カ国）

http://vmec.jp/staff-members
http://vmec.jp/staff-members


重要事項

• プロジェクトに加入してチームとしてでなく、個
人としてどれだけステップアップできるか？ 

• 異国での生活経験のない選手が、異国での経験
豊富の選手達からノウハウを得る。 

この２点が弊社ならではのスペシャルな部分です





社会人フットサル
• Vencedor F.C　(三重県リーグ1部所属） 

年間費用:３万円/年間(スポンサー補助あり) 

メリット：練習に参加可能、リーグ戦に出場可
能、元プロフットサル選手のトレーニングを受け
る事が可能



趣旨
しっかり働いてお金を貯めながらサッカーをする。 

それは、将来セカンドキャリアを見据えた時に役立つ時が必ずく
る。 

まずは、三重県で月収約２０万円前後を稼ぎ70,000円～100,000
円前後を貯金する。 

24ヶ月以内で目標金額200万円達成します。 

ここまでに海外計画を立てます。 



考え方
• 代表岩崎が経験したオーストラ
リアリーグでは、ほぼ全ての
ローカル選手がサッカーと仕事
の両立をしていました。それで
もFAカップ等では強豪クラブ
に勝ち上がっていくケースもよ
く見かけます。 

• 確かに仕事をするとサッカーに
支障が出るかもしれません。で
もしっかりしたケアの方法や自
己管理で必ず解決できます。



アジア人パスポート
日本人はアジア人パスポートを持っ
ています。AFCでの外国人枠は3人
＋1人アジア人です。 

ヨーロッパではEU枠以外で多くの
国で5人以上です。そしてヨーロッ
パのが市場価値が高い。 

アジア人の価値は世界中で上がって
います。 

目指せ！１０００万プレーヤー



プロジェクト生進路先
過去契約例　 

エストニア１部  日本人２選手契約 

リトアニア１部　２選手（県リーガーがテストなしの契約予定） 

リトアニア 2部   ３選手　（テストなしの契約） 

リトアニア　3部 ２選手　（テストなしの契約） 

ラトビア３部　２選手（テストなしの契約予定で１選手はGK） 

ポーランドプロジェクト（１選手参加予定で３部のトライアル） 

インド２部　2選手（高校生卒がテストなしの契約） 

Sporting Clube De Braga (ヨーロッパリーグ 本戦クラブ）



SC ブラガ
ポルトガル1部リーグ　Yang Sena 選手



過去契約選手(日本人)
• 2015年以降 

• マルタリーグ 1部 1人 2部 3人 3部 2人　　　　　　　　　　　ポルトガルリーグ1部　1人 

• ラトビアリーグ 2部 ６人 3部 ２人　　　　　　　　　　　　　エストニアリーグ1部　2人　 

• リトアニアリーグ 1部 1人　２部３人 

• スロバキアリーグ 2部 1人 3部 1人 

• インドリーグ 2部 2人 (テスト無し) 

• オマーンリーグ 1部 AFC CUP 出場予定 (テスト無し) 

• 大分トリニータ（ブラジル人選手3選手） 

• FC岐阜　（ブラジル人２選手と鈴木ブルーノ選手） 

• オーストラリア　メルボルンリーグ　1人　シドニーNPL 1人 

• マレーシアリーグ２部　１人 



重要事項
多くの会社があり、アジアを中心に手軽にチャレンジできる時代に
なりました。 

弊社では、プロのサッカー選手とはしっかりした生計をサッカーで
立てる事だと強く思います。 

サッカー発展途上で低賃金でプレーするより、目先のお金よりま
ずはプロとしてのキャリアを見につける事。 

そこで初めに海外経験のある指導者の元、トレーニングをする事、
スポンサー企業の元でその企業の意図を理解して、仕事を行う事で
す。



危機感を持ちながら
参考資料 

http://biz-journal.jp/2016/07/post_16084.html 

Jリーガーでさえ、簡単ではない時代に突入していま
す。海外での経験、成功がいつか自分の糧になりま
す。 

今、行動を起こせる選手はサッカーでも、セカンド
キャリアでも成功に近いと言えるでしょう。

http://biz-journal.jp/2016/07/post_16084.html


“サッカーで飯が食いたいなら即行動”

2017年度２０名以上参加しています。
選手A 

大学卒の彼は4月がら11ヶ月間で150万の貯蓄
に成功した後、ヨーロッパラトビアのクラブに

トライアルに行き契約を締結 

選手B 
大学を休学し、13ヶ月で160万を貯蓄に成功
し、月給10万円でラトビアのクラブとの契約に

成功。



FUTBOLEIRA
弊社が手掛けるスポーツブラン
ド。海外で契約を勝ち取る選手
には物品提供させて頂く予定で
す。 

そして、セカンドキャリアのサ
ポート事業として、海外で営業
活動が出来るサポート体制の準
備もしています。海外の言語で
プレゼンをする事で成功体験を
積んで頂きたいと考えておりま
す。



マレーシア事業
2018年10月法人設立 





マレーシアサッカー
マレーシアサッカー協会は2050
年のW杯出場を目標としていま
す。 

弊社では、2015年からマレーシ
アにサッカーに目をつけ、フッ
トサルスクールから有望なタレ
ント育成に向けて調査していま
す。





欧州トライアルチャレンジ



新しいタレント発掘
弊社では2018年5月に名古屋、
6月に埼玉で欧州でプロ契約を勝
ち取りたい選手の為にセレク
ションを行いました。 

選考委員には他国で元代表監督
もある今井敏明氏と元Jリーガー
で代表経験もある金勇成氏をゲ
ストに迎え開催しました。





リトアニアクラブオーナーと 
ポルトガルリーグを一緒に観戦



参考資料
• https://www.youtube.com/watch?
v=X_MKP2oZS7s&t=8s 

• https://www.youtube.com/watch?
v=PqQnQzwC2q4&t=5s 

• https://www.youtube.com/watch?
v=-1qZ0p2cANo&t=2s 

• https://www.youtube.com/watch?
v=wJWwqwHiQlU&t=149s

https://www.youtube.com/watch?v=X_MKP2oZS7s&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=X_MKP2oZS7s&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=PqQnQzwC2q4&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=PqQnQzwC2q4&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=-1qZ0p2cANo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=-1qZ0p2cANo&t=2s


東ヨーロッパに注目
東ヨーロッパ特にバルト3国のクラブに弊社では注
目しています。 

理由は、クラブ自体の運営費用が少ないことか
ら、安い選手との契約を好み、ヨーロッパのレベ
ルの高い国に売却することがはっきりしているの
で、チャンスの数が多い。 

なので十分にアジア人でもチャンスがあります。



マーケット
多くのアジア人を欧州のマーケットに載せる。 

サッカー王国ブラジルのように自国のリーグを経
由せず若い年代からサッカー選手の輸出を継続し
て行っていくことで、アジア人のマーケットバ
リューを上げていく事が大事です。









2019年クラブチーム発足
• 三重県津市を拠点にJFLを目指
すクラブ 

• 移籍シーズン毎に積極的に移
籍のサポート 

• 無所属選手のトレーニング環
境 

• 海外への強力なコンタクト 

(足を運んだ国は３５カ国以上）



プロジェクト加入料金
• 61,000円　プロジェクト　加入 

• ２４時間GYM代（TR後プロテイン込み） 

　2,000円 

合計　63,000円/月 



みんなの成功をサポートします
一般社団法人V.M.E.C　代表　岩﨑陽平


