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※50 音順、敬称略、2015 年 1 1 月19日現在

いちご家／㈲ウラケイパール／㈲宇田ミート／梅田建設㈲／カネウフーズ㈱／合同会社 carve ／㈱坂下工務店／志摩ガス協業組合／㈲志摩タケウチ
谷口建設／㈱セレモ／㈱中央印刷／㈱中央ビジネスグループ／㈱テクノ／てっちゃん／（医）童心会／㈲西甚パール／中津建設㈱／南部急送㈲
㈱西山組／㈱ニューライフ萌黄館／㈱浜幸パール／㈱はまみパール／㈱ハワイ／マルカ運輸㈱／丸文工業㈱／丸文ビル管理㈱／㈱丸好商店／

三矢社会保険労務士事務所／宮崎建設工業㈱／㈲宮柴水工／㈱ユニオン真珠／雄志会／㈱NISSYU PLAN／㈲羽柴商店
磯一商店／㈲山本峯行商店／㈲三重リーフ／小林塗装工業／㈲メガネサロンハシヅメ／谷岡英司税理士事務所／㈱山本建材／吉森設備㈱

丸仙製パン㈱／㈱カンセイモータース／YC.阿児磯部／さかもと整骨院・鍼灸院

㈱石吉組／㈲出馬重機／志摩環境㈿／清洋水産㈲／清友漁業㈱／明治安田生命Supported Company -2015-　　　

都道府県リーグ

J3

J2

J1

地域リーグ

JFL

百年構想クラブ

Ｊリーグ

アマチュアリーグ

日本サッカーの組織

東海社会人
リーグ1部

2016年
リーグ

初戦

5月開始
!!

2015年 ２部・２位

2014年 リーグ１部・２位
2013年 リーグ２部・１位

活動目的を「スポーツを通じて三重県・伊勢志摩に夢と感動を創出し自然・まちづくり・人づくりに貢献する」とし、
2013 年春にチームを発足しました。同年三重県社会人リーグ２部から参戦し、2014 年は東海社会人リーグ２部へ
と昇格、2015 年は東海社会人リーグ１部へと昇格しました。

Ｊリーグ
１００年構想の推進

里海創生の
まちづくりと共に

1. 自然に貢献する
2. まちづくりに貢献する
3. 人づくりに貢献する念

　
理

スポーツで、もっと、幸せな街へ
地域と共に、世界を伊勢志摩に！

特定非営利活動法人 FC.ISE-SHIMA は、「2022 年までを目標に、三重県・伊勢志摩からＪリーグ入り」を目指す
社会人サッカークラブとして設立されました。

法人サポーター募集

特定非営利活動法人特定非営利活動法人

FC.ISE-SHIMA では、
法人サポーターを募集しております！



※会員様の個人情報は、厳正なる管理下で安全に保管することをお約束します 。また、個人情報は法律によって要求された場合、あるいは当会の権利や財産を保護する必要が　　
　生じた場合を除き第三者に提供する事はありません。
※お申込みいただいたお客様へは、お申し込み後、数日以内に当クラブからご連絡させていただきます。

入会申込書
申込方法　：　申込書にご記入いただき FAX・郵送で事務局へ　その後下記口座にお振込お願いいたします。
　　　　　　　※お振込み手数料はご負担お願いいたします。

FAX:0599-65-7866 E-mail； information@fc-iseshima.org
T E L ： 0599-43-0008お問合せ

お申し込み日　　　　年　　月　　日

種　別（○で印をつける） （○で印をつける）
入　会　     　 　     　 シルバー  ・  ゴールド  ・  プラチナ 新規  ・  継続

代表者様名

ご住所 〒　　　　　　　－

印

TEL
E-mail

（　　　　） FAX （　　　　）

送 付 先 〒　　             －

TEL
E-mail

（　　　　） FAX （　　　　）

※上記住所以外への送付をご希望の場合のみご記入ください。

お名前

『法人サポーター』用申し込み欄

ご担当者様名

御社名
フリガナ

フリガナ

メール配信 有 無希望する しない 領収書
HP 掲載 希望する 希望しない HPｱﾄﾞﾚｽ

印
法人サポータズ番号 特典郵送日 入金確認日

※事務局記入欄
担当者

条　件

期　間

年会費
（法人）

特　典
（法人サポーターズカード付き）

「三重・伊勢志摩の自然を愛する」「三重・伊勢志摩に歓喜、感動創出を希望する」
「スポーツ・サッカーを愛する」「地域と共に南勢地域をスポーツで元気な街にしたい」法人

お申し込み日（振込完了日含む）より１年間

３０，０００円/1口　　５０，０００円/1口　　１００，０００円/1口　

　【30,000 円】　エンブレムステッカー屋外用（屋内も可）５枚、マフラータオル３枚
　【50,000 円】　エンブレムステッカー屋外用（屋内も可）５枚、マフラータオル５枚
　【100,000 円】エンブレムステッカー屋外用（屋内も可）１０枚、マフラータオル１０枚

シルバー ゴールド プラチナ

オフィシャルホームページ、オフィシャルポスターへの社名の掲載
オフィシャルホームページとの相互リンク、FC.ISE-SHIMAロゴの使用

募集要項

FC.ISE-SHIMAでは、サポーター会員に対して様々なサービスを提供して頂ける「サポートショップ」も募集しております。
【ご依頼内容】
　 　■FC.ISE-SHIMA　MEMBER'S　CARDを提示したサポーター会員に、 サポーター会員特典として様々なサービスをご提供いただきます。
　　　例：販売・飲食料金、入場料、入館料、宿泊料などの割引、食後のデザート、ドリンクサービス　など　　　　　　　　　　
　　■FC.ISE-SHIMA のポスター、チラシなどの掲示、設置など
　　■特典については各企業様にお任せ致します      

　詳しくは　FC.ISE-SHIMA 事務局まで　0599-43-0008　E-mail：information@fc-iseshima.org （担当 / 中田 ）

振 込 先
百五銀行 鵜方支店 普通 544541 名義 特定非営利活動法人 FC.ISE-SHIMA
第三銀行 鵜方支店 普通 6005010 名義 特定非営利活動法人 FC.ISE-SHIMA
三重銀行 鵜方支店 普通 178784 名義 特定非営利活動法人 FC.ISE-SHIMA
ゆうちょ銀行 普通 12240-2603521 名義 特定非営利活動法人 FC.ISE-SHIMA



個人サポーター募集

特定非営利活動法人

伊勢志摩地域に出来た社会人
」 AMIHS-ESI.CF「 ブラクーカッサ

ではあなたの応援をお待ちし
ております !
サポーター特典は・・・

※会員特典は変更になる場合がございます。   

http://www.fc-iseshima.org/

■ Ｊリーグまでの道のり ■アカデミー情報

■活動コンセプト
伊勢志摩地域を中心としたジュニア世代の健全な育成・普及
　①サッカーを通した人間形成
　②ゲームを中心としたトレーニング
　③TOPｔｅａｍ選手とのプレー・交流

詳しくはHP
へ

検索で・・

Fc. 伊勢志摩

（アカデミーをクリック！）

ジュニアスクール（園児～小学生）
　ジュニアユース（中学生）　活動中！

1. 自然に貢献する
2. まちづくりに貢献する
3. 人づくりに貢献する

里海創生の
まちづくりと共に

Jリーグ
１００年構想の推進

スポーツで、もっと、幸せな街へ
地域と共に、世界を伊勢志摩に！

念
　
理

J1

J2

J3
2014 年新設

JFL

東海社会人リーグ１部

同２部

三重県社会人リーグ１部 

同２部

ロ
プ

マ
ア

【2013 年 優勝】

【2014 年・2位】

【201【2015 年・年・2位】位】

2012016
年

リーグ
初戦

リーグ
初戦

5月開
始！月開始
！

2016
年

リーグ
初戦

5月開
始！

※50 音順、敬称略、2015 年 1 1 月19日現在

Supported Company -2015-　　　㈱石吉組／㈲出馬重機／志摩環境㈿／清洋水産㈲／清友漁業㈱／明治安田生命
いちご家／㈲ウラケイパール／㈲宇田ミート／梅田建設㈲／カネウフーズ㈱／合同会社carve／㈱坂下工務店／志摩ガス協業組合／㈲志摩タケウチ
谷口建設／㈱セレモ／㈱中央印刷／㈱中央ビジネスグループ／㈱テクノ／てっちゃん／（医）童心会／㈲西甚パール／中津建設㈱／南部急送㈲
㈱西山組／㈱ニューライフ萌黄館／㈱浜幸パール／㈱はまみパール／㈱ハワイ／マルカ運輸㈱／丸文工業㈱／丸文ビル管理㈱／㈱丸好商店

三矢社会保険労務士事務所／宮崎建設工業㈱／㈲宮柴水工／㈱ユニオン真珠／雄志会／㈱NISSYU PLAN／㈲羽柴商店
磯一商店／㈲山本峯行商店／㈲三重リーフ／小林塗装工業／㈲メガネサロンハシヅメ／谷岡英司税理士事務所／㈱山本建材／吉森設備㈱

丸仙製パン㈱／㈱カンセイモータース／YC.阿児磯部／さかもと整骨院・鍼灸院

プロが教える !!

・入会者には・入会者にはオフィシ
ャルグッズオフィシャルグッズをプレゼ

ントプレゼント!

・会員特典付き・会員特典付きサ
ポーターズカードサポーターズカード

・試合結果などの
チーム情報を配信

・試合結果などの
チーム情報を配信

 　※詳しくは『FC.
ISE-SHIMA』をク

リック！
　※詳しくは『FC

.ISE-SHIMA』をク
リック！

・入会者にはオフィシ
ャルグッズをプレゼント!

・会員特典付きサ
ポーターズカード

・試合結果などの
チーム情報を配信

 　※詳しくは『FC.
ISE-SHIMA』をク

リック！

【2015 年・2位】



※会員様の個人情報は、厳正なる管理下で安全に保管することをお約束します 。また、個人情報は法律によって要求された場合、あるいは当会の権利や財産を保護する必要が　　
　生じた場合を除き第三者に提供する事はありません。
※お申込みいただいたお客様へは、お申し込み後、数日以内に当クラブからご連絡させていただきます。

お申し込み日　　　　年　　月　　日

お名前

ご住所 〒　　　　　　－

TEL

E-mail

（　　　　） FAX （　　　　）

送 付 先 〒　　　　　－

TEL （　　　　） FAX （　　　　）

※上記住所以外への送付をご希望の場合のみご記入ください。

お名前

『個人サポーター』用　申し込み欄

フリガナ

年会費

印

情報配信について 希望する　・　希望しない 入会 新規　・　継続

振 込 先
百五銀行 鵜方支店 普通 544541 名義 特定非営利活動法人 FC.ISE-SHIMA
第三銀行 鵜方支店 普通 6005010 名義 特定非営利活動法人 FC.ISE-SHIMA
三重銀行 鵜方支店 普通 178784 名義 特定非営利活動法人 FC.ISE-SHIMA
ゆうちょ銀行 普通 12240-2603521 名義 特定非営利活動法人 FC.ISE-SHIMA

入会申込書
申込方法　：　申込書にご記入いただき FAX・郵送で事務局へ　その後下記口座にお振込お願いいたします。
　　　　　　　※お振込み手数料はご負担お願いいたします。

FAX:0599-65-7866 E-mail； information@fc-iseshima.org
T E L ： 0599-43-0008お問合せ

資　格

期　間

年会費

（個人）

特　典
（サポーターズカード付）

「三重・伊勢志摩の自然を愛する」「三重・伊勢志摩に歓喜、感動創出を希望する」
「スポーツ・サッカーを愛する」人

お申し込み日（振込完了日含む）より１年間

【1,000 円】ロゴシールセット
【3,000 円】ロゴシールセット、ロゴ入りペン
【5,000 円】ロゴシールセット、エンブレムステッカー屋外用（屋内も可）、マフラータオル 1枚
【10,000 円】ロゴシールセット、ロゴ入りペン、エンブレムステッカー屋外用（屋内も可）、サポーターＴシャツ1枚

１，０００円/1口　３，０００円/1口　５，０００円/1口　１０，０００円/1口

・サポートショップでの割引等の特典（サポーターズカード提示必須）
・試合結果などのチーム情報の配信（希望者のみ）

・オフィシャルグッズプレゼント

サポーター特典

１，０００円　　３，０００円　　５，０００円　　１０，０００円　
ご希望に○を記入してください。

（情報配信を希望される方のみ記入して下さい）

サポータズ番号 特典郵送日 入金確認日

※事務局記入欄

担当者

特定非営利活動法人 FC.ISE-SHIMA
〒517-0501　三重県志摩市阿児町鵜方 3136-21

TEL 0599-43-0008　E-mai information@fc-iseshima.org　http://fc-iseshima.org


