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週刊ベースボール本誌に沖縄キャンプガイドとして挟み込み、
全国に沖縄キャンプをPRする他、別刷で県内各地に配布！

【book in book（プロ野球沖縄キャンプガイド2015）】

２０１５年１月２８日発売

週刊ベースボール綴じ込み付録 「プロ野球沖縄キャンプガイド２０１５」

原稿サイズ： 天地257ｍｍ×左右182ｍｍ

設置場所： 那覇空港、モノレール、各球場、宿泊施設等へ設置

週刊ベースボールマガジン 本誌表紙 ベースボールマガジン book in book 表紙
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Book in book p.4〜5

Book in book p.6〜7
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２月１日より、プロ野球沖縄キャンプがいよいよスタート。

キャンプシーズン到来に向け、キャンプ関連の市町村・協力会・関係者が一堂に

集まり、沖縄県知事(予定)による「沖縄キャンプ開き宣言」を実施。

選手・球団関係者をはじめキャンプ会場を訪れる観光客を歓迎する県民の機運を

高めると同時に、多くの方が各球場に訪れるよう全県あげての盛り上がりを醸成

することを目的に開催。

名 称

主 催

後 援

日 時

場 所

参 加 者

プロ野球キャンプオープニングイベント

沖縄県
（文化観光スポーツ部 スポーツ振興課）

一般財団法人 沖縄観光コンベンションビューロー

２０１５年１月２６日（月） 午後１時〜１時３０分（３０分）

てんぶす那覇ポケットパーク
（那覇市・国際通り／元三越デパート前）

沖縄県、キャンプ誘致各市町村、協力会、観光関係、一般
※合計 約６０名

１．オープニング映像 〜スポーツアイランド沖縄〜

２．開会あいさつ

３．プロ野球沖縄キャンプのスケジュール及びキャンプ会場の見所紹介

４．プロ野球沖縄キャンプ 誘致市町村紹介及び挨拶（那覇市副市長 久高 將光）

５．（一財）沖縄観光コンベンションビューロー挨拶（会長 上原良幸）

６．プロ野球沖縄キャンプ開き宣言（沖縄県副知事 安慶名 光男）

７．閉会あいさつ

【 式 次 第 】
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 2015年1月27日／琉球新報
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プロ野球沖縄キャンプも中盤を迎える時期に、さらにキャンプへの注目度を高め盛り上

げを図る為に、元プロ野球選手を招いた「プロ野球ファン感謝イベント」を実施します。

多くの県民をはじめ、来沖観光客へプロ野球沖縄キャンプの魅力を発信。

名 称

主 催

日 時

場 所

特 別 ゲ ス ト

司 会

入 場 者 数

告 知

会 場 配 布 物

■実施目的

プロ野球ファン感謝イベント

沖縄県
（文化観光スポーツ部 スポーツ振興課）

２０１５年２月１５日（日） 午後１時〜２時（６０分）

てんぶす那覇ポケットパーク
（那覇市・国際通り／元三越デパート前）

槙原寛己（元 読売ジャイアンツ）
田口壮（元オリックス・バファローズ）

崎山一葉（２０１１年 ミス沖縄 クリーングリーングレイシャス）

約５００名

１）スポキャンオキナワ 公式WEBサイト
２）新聞両紙表敬訪問

１）プロ野球沖縄キャンプ攻略ガイドブック
２）週刊ベースボール プロ野球沖縄キャンプガイド２０１５
３）スポキャンオキナワ２０１５

１．オープニング（司会挨拶）／４分

２．ゲスト登場／４分

３．トークショー／２５分

４．サイン入りグッツ プレゼント＆記念撮影 じゃんけん大会／１５分

５．握手＆記念撮影会／１０分

６．クロージング（司会挨拶）／２分

【 式 次 第 】
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槙原 寛己（まきはら ひろみ）

1963年、愛知県生まれ。
大府高校卒業後、ドラフト1位で読売ジャイアンツへ入団。
ピッチャーを務め、初登板で初完封し、その年に12勝を挙げる。
また、当時の日本最速である155km/hを記録し、 新人賞に輝いた。
以降、藤田、王、長嶋監督のもとで、巨人黄金時代を支える投手として活躍。
94年には、対広島戦で、20世紀最後の完全試合の達成もした。
98年、シーズン途中からリリーフへ転向し、2001年に現役を引退。

現在は、明るいキャラクターと独自の観点で人気の野球解説者として、
プロ野球、メジャーリーグ、WBCなどの解説で活躍中。

田口 壮（たぐち そう）

日本人メジャーリーガー
関西学院大学時代、通算123安打（リーグ記録）の成績を残し、1991年
ドラフト1位でオリックス・ブルーウェーブに入団。
3年目の外野手転向を契機に、レギュラーに定着し1995年・1996年の
リーグ連覇（1996年は日本一）に貢献した。
ゴールデングラブ賞を5度獲得した名手。
2002年FA宣言し、メジャーリーグ、セントルイス・カージナルスに入団。
以後8年間、フィラデルフィア・フィリーズ、シカゴ・カブスと渡り歩く。
その間2006年（セントルイス）、2008年（フィラデルフィア）と2度のワールド
チャンピオンに輝いた。2010年に日本球界に復帰したのち、
2012年7月31日を以って引退を表明。

今後は、野球解説者としてTV、ラジオを中心に野球教室、イベント出演など幅広く
活動を展開する。

【ゲスト】

【司会進行】

崎山 一葉（さきやま かずは）

キー局（全国ネット）のTV番組のレポーターを務め、2011年8月〜2012年12月
まで、ミス沖縄クリーングリーン グレイシャスに選ばれ、国内外で沖縄をPR。
その後、数々のTVCMや沖縄県広報番組、TV番組（レポーター）などを務め
モデルとしても活躍する。
キー局TV番組（レポーター）
ＳＡＳＵＫＥ リポーター（ＴＢＳ）、クイズ！ヘキサゴン海外リポーター・アシ
スタント（フジテレビ）
沖縄TV番組（レポーター）
CINEMA PARADISO パーソナリティ （２０１４年４月〜、うまんちゅ広場、
ウィンウィン、他。
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ゲストに槙原寛巳氏（元巨人）、田口壮氏（元オリックス他）

をお招きし、ご自身も実際に選手として参加した沖縄キャンプの

魅力をお話いただきました。
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2/25発売週刊ベースボールNEWS枠



５．ホスピタリティーコンテンツ【プロ野球ファン感謝イベント】

80

 2015年2月13日掲載／沖縄タイムス

 2015年2月13日掲載／琉球新報
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沖縄キャンプでしか手に入らない各球団のマスコットキャラクターのカードを制作。ツ
アー商品のノベルティ、オープン戦のノベルティとして活用。
【実施時期】 ２０１５年２月
【実施場所】 各キャンプ地
【実施内容】 １球団１，０００枚×１０球団／１０，０００枚制作

【各球団・市町村 活用法】

中日ドラゴンズ（北谷公園野球場）

オープン戦で配布予定（無くなり次第終了）

■北海道日本ハムファイターズ（名護市営球場）

球場にお越しいただいた方の中から、球団グッズ購入の方、練習試合観戦の方、オープン戦

チケット購入の方へ配布（予定数無くなり次第終了）

東京ヤクルトスワローズ（浦添市民球場）

浦添市内の観光地、ショップ等で配布（無くなり次第終了）

読売ジャイアンツ（沖縄セルラースタジアム那覇）

2/18（水）〜25（水）10時から16時（23日の球団休日除く）、球場チャレンジゾーンのゲーム

参加者にプレゼント。※雨天時は中止になる場合があります。ご了承ください。

阪神タイガース（宜野座村野球場）

平日限定100枚、10時から球場案内所にて配布（予定数無くなり次第終了）

千葉ロッテマリーンズ（石垣市中央運動公園野球場）

キャンプ期間中、総合案内所にて終日配布（予定数無くなり次第終了）

広島東洋カープ（コザしんきんスタジアム）

沖縄市体育協会、コザしんきんスタジアム、2/19（木）からコザミュージックタウンで開催され

る「広島カープパネル展」にて終日配布（予定数無くなり次第終了）

 東北楽天ゴールデンイーグルス（※金武町ベースボールスタジアム）

球場内にてガイドブック等と一緒に終日配布（予定数無くなり次第終了）

 オリックス・バファローズ（宮古島市民球場）

球場の入口にて配布（予定数無くなり次第終了）

 横浜DeNAベイスターズ（宜野湾市立野球場）

球場案内所にて配布
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バット職人・グラブ職人のデモンストレーションを各キャンプ地で実施することで、

来場者へのホスピタリティーを高めキャンプ地で、より楽しく過ごしていただくため

に実施。さらなる来場者誘客へと繋げていきます。めったに見ることのできない職人

の研ぎ澄まされた技を間近に見ることができます。

デモンストレーションは県内6箇所で2日間に渡って行われ、当日は各球団のファン

や地元の少年野球チームの子供たちなど多くの来場者が訪れた。実際にバット削りを

体験したり、職人が作ったバットが当たるじゃんけんゲームなどで大いに盛り上がっ

た。

【実施日時・実施場所】

2月14日（土）

09:00〜09:40 名護市営球場（周辺）／来場者数 ８０名

10:30〜11:10 宜野座村野球場（周辺）／来場者数 ８０名

13:00〜13:40 金武町ベースボールスタジアム（周辺）／来場者数 ８０名

2月15日（日）

09:00〜09:40 北谷公園野球場（周辺）／来場者数 ８０名

10:30〜11:10 宜野湾市立野球場（周辺）／来場者数 ９０名

13:00〜13:40 浦添市民野球場（周辺）／来場者数 ９０名

【来場者数 合計】約５００名
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【実施内容】

[バット]

・バットの材料の種類説明と製材方法の説明

・バットが出来るまで（製造工程の説明）

現物を用いての説明

（入荷材→小割り→荒加工→本削り→ペーパーかけ→塗装）

・本削り、ペーパーかけの実演

・削り体験 1名

・バットのバランス、重量、長さの相互関係の説明

[グラブ]

・皮の種類の説明

・パーツの説明

・グラブが出来るまで（工程説明）

・ポジション別グラブ型の説明

・正しい手入れの仕方

[質問コーナー]

[ジャンケンでバットプレゼント]
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 ２０１５年３月４日発売 週刊ベースボールマガジン
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■実施内容

特別ゲストに元日本代表の北澤 豪氏を招聘すると同時に、沖縄で実際にJリーグキャンプを行ってい

るグランドで、少年サッカーチームの「トレーニング教室」を実施。また、特別ゲストと県内サッカー

キャンプ誘致関係者による「フォーラム」を開催し、

現状の取組みと今後の課題を確認する。

「トレーニング教室」、「フォーラム」の内容は、全国版サッカー専門誌で広く紹介し、沖縄のサッ

カーキャンプの現状と魅力を広く全国に発信する。

１．特別ゲスト／北沢 豪氏

■目的

「スポーツアイランド沖縄」の推進に向け、サッカーキャンプ誘致に力を入れている、沖縄県の現

状を広く県内外にアピールすると同時にサッカーキャンプ誘致の課題と可能性を検証する。

２．日程：２０１５年１月１１日（日）

３．会場：１）北澤 豪のサッカー教室

・西原町民陸上競技場

・９：００〜１１：３０（約２時間３０分）

２）沖縄サッカーキャンプフォーラム

・沖縄コンベンションセンター 劇場棟A

・１５：００〜１６：４０（約１時間４０分）

４．ツアー参加者：０名

読売クラブ（現 東京ヴェルディ）へ。日本代表としても多数の国

際試合で活躍した（Ｊ１リーグ戦 ２６４試合・日本代表国際Ａ

マッチ ５９試合）。０３年現役を引退。

現在は、日本テレビ系「NEWSZERO」ＮＨＫ・Ｅテレ「やさいの時

間」などに出演中。(財)日本サッカー協会理事兼国際委員、日本

フットサルリーグ ＣＯＯ補佐（最高執行責任者補佐）JICAオフィ

シャルサポーターとしてサッカーのさらなる発展・普及に向けての

活動を行っている。
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2014年12月 24日発売

 サッカーキャンプ体験ツアー募集告知
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名 称

日 程

会 場

時 間

参 加 者

人 数

主 催

協 力

雨 天

元日本代表 北澤 豪氏のサッカー教室

平成２７年１月１１日（日）

西原町陸上競技場

０９時００分〜１１時３０分（約２時間３０分）

西原町小学生サッカークラブチーム

３９名／小学生（１年〜６年生）

沖縄県

一般財団法人沖縄県サッカー協会、西原町サッカー協会、西原町

雨天実施（但し、雨量により中止の場合あり）

元サッカー日本代表として多数の国際試合で活躍した「北澤 豪」を招聘し、実際に

キャンプで使用するグランドで地元学生へのトレーニングを行い、沖縄のグランド環境

を県外へ広くPRする。

■サッカー教室 トレーニング内容

０９：００〜０９：１０ （１０分） 開会挨拶（北澤氏）

０９：１０〜０９：２０ （１０分） 記念撮影

０９：２０〜０９：５０ （３０分） ウォーミングアップ

０９：５０〜１０：４０ （５０分） 技術講義

１０：４０〜１１：２０ （４０分） ミニゲーム

１１：２０〜１１：３０ （１０分） 閉会挨拶（北澤氏）
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