
 

 

2015年 1月 29日 

 

2015年 野球 ミズノ ブランド アンバサダーについて 
 

ミズノは 2015年、セントラル・リーグ、パシフィック・リーグの 57名の選手とブランド アンバサ

ダー契約を締結します。 

新たに藤田一也選手（東北楽天ゴールデンイーグルス）、梶谷隆幸選手（横浜 DeNAベイスターズ）、

鈴木大地選手（千葉ロッテマリーンズ）の 3名の選手が加わります。 

 

ミズノ ブランド アンバサダー契約の主な内容は下記の通りです。 

 

・ミズノ製の用具を使用※1 

・ミズノの野球品開発にあたり、意見やアドバイスをいただく 

・ミズノの日本国内の自社広告や販促物での肖像使用 

・契約選手の「プロモデル」野球品を国内で販売可能 

※1  契約内容により使用用具は異なります。 

 

 上記契約に基づいて、ミズノではプロモデル野球品を販売しています。 

 ミズノ ブランド アンバサダーが実際に使用するモデルをベースにしたプロモデル野球品を一般用、

少年用ともに豊富なラインナップで展開しています。 

 

 

 

 

（報道関係者のお問合せ先） 

             東京広報 木水・山下   TEL:03-3233-7037 

             大阪広報 薬師寺・福永   TEL:06-6614-8373 

       （お客様のお問合せ先） 

           ミズノお客様相談センター  0120-320-799 

                   

 

 

 

 



 
 

野球 ミズノ ブランド アンバサダー（国内契約選手一覧） 

 

セントラル・リーグ パシフィック・リーグ 

読売ジャイアンツ 福岡ソフトバンクホークス 

高橋由伸 吉村裕基 

井端弘和 大隣憲司 

阿部慎之助 今宮健太 

村田修一 オリックス・バファローズ 

亀井善行 谷佳知 

大竹寛 平野恵一 

松本哲也 小松聖 

長野久義 中島裕之 

坂本勇人 Ｔ－岡田 

菅野智之 北海道日本ハムファイターズ 

阪神タイガース 武田久 

福留孝介 宮西尚生 

安藤優也 斎藤佑樹 

新井良太 中田翔 

広島東洋カープ 千葉ロッテマリーンズ 

新井貴浩 唐川侑己 

石原慶幸 ☆鈴木大地 

東出輝裕 益田直也 

梵英心 埼玉西武ライオンズ 

永川勝浩 栗山巧 

前田健太 

 

牧田和久 

堂林翔太 岸孝之 

中日ドラゴンズ 東北楽天ゴールデンイーグルス 

山本昌 斎藤隆 

和田一浩 ☆藤田一也 

小笠原道大 嶋基宏 

荒木雅博 聖澤諒 

吉見一起 銀次 

浅尾拓也  

横浜 DeNA ベイスターズ  

三浦大輔  

岡島秀樹 

 

 

久保康友  

☆梶谷隆幸  

東京ヤクルトスワローズ  

石川雅規  

松岡健一  

成瀬善久  

由規  

                       ※敬称略 

 
･選手の所属は 2015年 1月 29日現在のものです。 

･☆の選手は 2015年新規契約選手です。 



 
 

 

 【ご参考：新開発のスパイクについて】 

ミズノは今季、新コンセプトのスパイクを開発しました。いかにはやくトップスピードに到達する

かに着目し、初速と加速を高める機能を備えたスパイクです。 

フィット感の向上により足入れが改善したことに加え、加速の際に重要な拇指球の蹴り出しを高め

る構造になっています。昨年 12月の「ミズノ ブランド アンバサダーズ ミーティング」で選手に提

案、試していただいています。今季のキャンプでは、弊社契約選手の足元にご注目下さい。 

 

 

○新開発スパイクに関する選手のコメント 

 

「スパイクを変えてから、『次の塁に行こう』という意欲がわきました。『あ、行ってみようかな』

という感覚にさせてくれます」。 

中日ドラゴンズ 荒木雅博選手 

 

「僕は履いている感じがしないスパイクがいいと思っています。フィットすればするほど、履いて

いる感じがなくなります。理想は裸足に歯がついたような感覚です。そういった部分で、今回のスパ

イクは本当に良いですね」。 

東北楽天ゴールデンイーグルス 聖澤諒選手 

 

「しっかり地面をつかんで走れるので、すごくスムーズに 1歩目が出ます。土のグラウンドでも気

にならないほどです。スパイクは直接結果につながると思うので、今季も盗塁王を取れるように頑張

りたいです」。 

横浜 DeNAベイスターズ 梶谷隆幸選手 

 



 
 

【ご参考：クラフトマンの各球団キャンプ訪問スケジュール】 

 各球団の春季キャンプインにあわせ、ミズノの野球用具のクラフトマンが現地を訪問し、選手と用

具の打合せや確認作業を行う予定です。 

 グラブに関しましては、グラブマイスター岸本耕作統括の下、ミットクラフトマン田中章太、グラ

ブクラフトマン神路雄祐がキャンプ訪問を行います。 

現地でのクラフトマンへのご取材希望などがございましたらご一報下さい。 

 

○バットクラフトマン：名和民夫（なわ たみお）47歳 

2 月 4 日（水） 読売ジャイアンツ 宮崎 

2 月 5 日（木） 広島東洋カープ 宮崎 

2 月 6 日（金） 東京ヤクルトスワローズ 沖縄 

2 月 7 日（土） 横浜 DeNAベイスターズ 沖縄 

2 月 8 日（日） 中日ドラゴンズ 沖縄 

2 月 9 日（月） 阪神タイガース 沖縄 

 

○バットクラフトマン：渡邉孝博（わたなべ たかひろ）43歳 

2月 12日（木） 福岡ソフトバンクホークス 宮崎 

2月 13日（金） 埼玉西武ライオンズ 宮崎 

2月 14日（土） オリックス・バファローズ 宮崎 

2月 15日（日） 千葉ロッテマリーンズ 沖縄 

2月 17日（火） 北海道日本ハムファイターズ 沖縄 

2月 18日（水） 東北楽天ゴールデンイーグルス 沖縄 

 

○シューズクラフトマン：春名明弘（はるな あきひろ）57歳 

2 月 3 日（火） 読売ジャイアンツ 宮崎 

2 月 4 日（水） 広島東洋カープ、埼玉西武ライオンズ 宮崎 

2 月 5 日（木） 福岡ソフトバンクホークス、オリックス・バファローズ 宮崎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

○ミットクラフトマン：田中章太（たなか しょうた）38歳 

2 月 3 日（火） 読売ジャイアンツ 宮崎 

2 月 4 日（水） 埼玉西武ライオンズ、広島東洋カープ 宮崎 

2 月 5 日（木） オリックス・バファローズ、東京ヤクルトスワローズ 宮崎 

2 月 6 日（金） 福岡ソフトバンクホークス 宮崎 

 

○グラブクラフトマン：神路雄祐（かんじ ゆうすけ）31歳 

2 月 3 日（火） 読売ジャイアンツ 宮崎 

2 月 4 日（水） 埼玉西武ライオンズ、広島東洋カープ 宮崎 

2 月 5 日（木） オリックス・バファローズ、東京ヤクルトスワローズ 宮崎 

2 月 6 日（金） 福岡ソフトバンクホークス 宮崎 

2 月 9 日（月） 阪神タイガース 沖縄 

2月 10日（火） 千葉ロッテマリーンズ 沖縄 

2月 11日（水） 東北楽天ゴールデンイーグルス 沖縄 

2月 12日（木） 北海道日本ハムファイターズ 沖縄 

2月 13日（金） 横浜 DeNAベイスターズ、中日ドラゴンズ 沖縄 

2月 18日（水） 東京ヤクルトスワローズ 沖縄 

 

※都合により予定変更になることもございます。ご了承下さい。 


