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昨年１０月に NOVA ホールディングス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：稲吉正樹）にグループ入

りしたプロサッカークラブ（J3 リーグ）『いわてグルージャ盛岡』は、ブンデスリーガの『ボルシア・ドルトムント』（以下、

BVB）と、トップクラスの育成部門への発展とアカデミー選手およびスクール生に対するサポートを主目的としたパート

ナーシップの締結が決定いたしましたのでお知らせ致します。 

なお、本日１６時より盛岡市内で本パートナーシップ締結に関する記者会見を行います。 

記者会見の内容は、いわてグルージャ盛岡（URL: http://grulla-morioka.jp/）の公式サイトに掲載予定となります。 

 

 

 

 

＜業務締結契約 概要＞ 

 

■ボルシア・ドルトムントについて 

 

世界屈指のトップクラブチーム 

ドイツは FIFA ランキングで常にトップクラスに位置する、言わずと知れた世界を代表するサッカー強豪国。 

ボルシア・ドルトムント（以下、ＢＶＢ）は、そのサッカー大国のプロサッカーリーグ「ブンデスリーガ」で確固たる 

地位を築き上げています。 

 

強さの秘密は選手育成にあり 

世界最高峰のクラブチームへと登り詰めた要因の一つが、「選手育成」にあります。  

ＢＶＢはブンデスリーガの中で最も「育成」に成功しているチームと評されており 、 

国内外のトップリーグへ多数のスター選手を輩出し続けています。もちろん、ＢＶＢのト

ップチームで活躍している選手にも下部組織・アカデミー出身者が数多くおり、中でもマ

リオ・ゲッツェ選手やマルコ・ロイス選手、マルセル・シュメルツァー選手はドイツ代表と

しても活躍。 ＢＶＢの強さの根源は、「幼少期からの育成」 にあります。 

 

 

 

NOVA ホールディングス傘下のプロサッカークラブ（J3 リーグ）『いわてグルージャ盛岡』 
『ボルシア・ドルトムント』とのパートナーシップ締結のお知らせ 



 

 

■BVB における本パートナーシップ協定に関するリリースコメント 

 

Bundesliga giants Borussia Dortmund and Japanese Football club Iwate Grulla Morioka have forged a 3-year 

partnership today.  

With help and guidance from BVB, the Japanese club aims to develop the best youth academy and young 

players in Japan. 

ブンデスリーガクラブのボルシア・ドルトムント（以下 BVB）は本日、日本のサッカークラブである 

いわてグルージャ盛岡と 3 年間にわたるパートナーシップを発表した。 

BVB のサポートを受け、グルージャは日本におけるトップクラスの育成部門への発展と若い選手の育成を 

目指す。 

 

BVB aims to share their knowledge of developing a youth academy on a global level and have initiated similar 

collaborations in Singapore, Australia, Malaysia, Thailand, China and India. 

BVB はグローバルレベルで自らが持つユースアカデミーの知見を広めることを目指しており、 

シンガポール、オーストラリア、マレーシア、タイ、中国、インドで同様のプロジェクトを実施してきた。 

 

Iwate Grulla Morioka President Satoshi Miyano highlighted that “BVB is a club with rich history, honours and 

owns one of the the best youth academy in the world. 

We are a young club and would like to learn the philosophy and the BVB way of playing football, We really 

believe in a fruitful partnership.” 

いわてグルージャ盛岡の社長である宮野 聡氏：「BVB は長い歴史を持ち、世界でもトップクラスの育成部門を

持つクラブ。私たちはまだ若いクラブで BVB からサッカーに対する考え方や哲学など、多くのことを学びたい。

このパートナーシップが実りあるものとなることを信じている」 

 

Benedikt Scholz Head of International and New Business, said: “It is fantastic that we are partnering with 

Iwate Grulla Morioka as we already have a great partnership with NOVA DSA Football academy which are also 

the same owners of the Japanese club. We are pleased and proud to extend and welcome another member to 

the BVB family. 

BVB の国際事業・新規事業部長であるベネディクト・ショルツ：「いわてグルージャ盛岡のオーナーである NOVA 

ホールディングスと BVB は既に日本におけるサッカースクール事業でパートナーシップを結んでおり、 

今回このような形でいわてグルージャ盛岡とパートナーシップを結ぶことができることは非常に素晴らしいことで

あり、いわてグルージャ盛岡を新たな BVB ファミリーに迎えることができるのを非常にうれしく思う」 

 

BVB Asia Pacific, Managing Director Suresh Letchmanan further echoed that “Youth development is one of 

the key pillars of our club and we are delighted that we can leverage our knowledge with another Asian club 

like Iwate Grulla Morioka and create opportunities to make alternative steps forward.” 

BVB アジアパシフィックのマネージングディレクターであるスレシュ・レッチマナン：「ユースディベロップメント（育

成強化）は我々クラブにとって重要な部分であり、今回いわてグルージャ盛岡という新たなアジア地域のクラブと

の提携を通じて、その知見の共有をさらに進めることができることを喜ばしく思う」 

 



 

 

■記者会見の登壇予定者 

【ドルトムント ・ サッカーアカデミー（以下、 DSA） 】 

テクニカルディレクター／ムスタファ ヤウズ 

 

【いわてグルージャ盛岡】 

代表取締役社長 宮野 聡 

監督 秋田 豊 

TOP チーム コーチ 兼 通訳 ゴメス グスタボ ※DSA より今季からいわてグルージャ盛岡に加入 

アカデミーダイレクター ： 金 成勇（キム ソンヨン） ※同上 

アカデミーユースコーチ ： 比嘉 孝広 ※同上 

 

 

会社概要 

 

【ホールディングス会社概要】 

名称     NOVA ホールディングス株式会社 

所在地  東京都品川区東品川 

代表者   代表取締役社長 稲吉 正樹 

企業 HP  https://nova-holdings.jp/ 

 
【いわてグルージャ盛岡 運営会社概要】 

名称     株式会社いわてアスリートクラブ 

所在地  岩手県盛岡市 

代表者   代表取締役社長 宮野 聡 

企業 HP  http://grulla-morioka.jp/ 

 

 
 【本件に関するお問い合わせ先】 

株式会社いわてアスリートクラブ 

いわてグルージャ盛岡 担当：村越・佐藤 

TEL：019-613-6333 FAX：019-613-6334 

MAIL：info@grulla-morioka.jp 

 

【配信元】 

NOVA ホールディングス株式会社 担当：稲葉 

TEL：03-4405-7075 FAX：03-6863-7817 

MAIL： a_inaba＠nova.co.jp 


