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モルテンはサッカーの普及・育成を目指し 

「JFA Youth & Development Programｍe」 

にオフィシャルプロバイダーとして参加します 

 

 

 

競技用ボールとスポーツエキップメントメーカーの株式会社モルテン（本社：広島市西区、代表取締役社

長：民秋清史）は、2016年1月1日（金）よりスタートする公益財団法人 日本サッカー協会（以下JFA）

が継続的な日本サッカーの発展ために、さらなる普及や次世代選手の育成を促進することを目的にした新規プロジ

ェクト「JFA Youth & Development Programｍe」（以下JYD）にオフィシャルプロバイダーとして参加し

ます。 

 

JYDは、JFAが掲げる「JFA2005年宣言」の理念に基づき、日本サッカーの発展のために、ユース年代のみ

ならず、大学、シニア、女子、フットサル、ビーチサッカー、技術関連事業までの普及・育成を横断的に支

えるプログラムの総称で、モルテンはJYD対象の競技会や指導普及事業において、各年代の競技に最適なボ

ールを合計13種類提供し、JYDをサポートしてまいります。 

 

モルテンは、今後もサッカーの普及・育成のために関わるすべての方々に機能･デザインともに優れた製品

を開発･提供し続け、モルテンブランドの約束である “For the real game” を実現してまいります。 

日本サッカー協会  大仁邦彌会長と民秋（右） 



  

 

■「JFA 2005年宣言」とは 

JFAが「サッカーを通じて豊かなスポーツ文化を創造し、人々の心身の健全な発達と社会の発展に貢献す

る」理念を実現するために2005年に発信した、JFAの理念、JFAのビジョン、JFAの約束2015及びJFAの約

束2050からなる宣言。 

 

■ モルテンがサポートする競技大会・指導普及事業 

 

競技会別提供ボール　（21競技会）
競技会名 提供球

・天皇杯全日本サッカー選手権大会 天皇杯試合球 F5E5000

・高円宮杯 U-18 サッカーリーグ

プレミアリーグ ヴァンタッジオ 5000プレミア F5V5003

プリンスリーグ ヴァンタッジオ 5000コンペティション F5V5002

チャンピオンシップ

参入戦

・日本クラブユースサッカー選手権 U-18大会

・高円宮全日本ユース U-15 サッカー選手権大会

・日本クラブユースサッカー選手権 U-15大会

・全国シニア（70歳以上）サッカーフェスティバル

・全国シニア（60歳以上）サッカー大会

・全国シニア（50歳以上）サッカー大会 ヴァンタッジオ 3050軽量 F5V3050-LR

・全国シニア（40歳以上）サッカー大会 ヴァンタッジオ 5000芝用 F5V5000

・全日本大学フットサル大会

・全日本ユース（U-18）フットサル大会

・全日本女子フットサル選手権大会

・全日本ユース（U-15）フットサル大会

・全日本女子ユース（U-15)フットサル大会

・皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 皇后杯試合球 F5E5001

・全日本大学女子サッカー選手権大会

・全日本女子ユース（U-18）サッカー選手権大会

・全日本女子ユース（U-15）サッカー選手権大会

・全国レディースサッカー大会 ヴァンタッジオ 4000 F5V4000-P

・全国レディースサッカー大会

レディース・エイト（40歳以上）オープン大会 ヴァンタッジオ 3060軽量 F5V3060-LY

・全国ビーチサッカー大会 ヴァンタッジオ ビーチサッカー F5V3551-YB

指導者普及事業　（28事業）
事業名 提供球

・トレセン関連事業　　 8事業 ヴァンタッジオ 3000 F4V3000

・指導者養成事業　　　16事業 ヴァンタッジオ 4000 F5V4000

・JFAアカデミー事業　　4事業 ヴァンタッジオ 5000コンペティション F5V5002

ヴァンタッジオ 5000プレミア

ヴァンタッジオ 3060軽量

ヴァンタッジオ 4000フットサル

ヴァンタッジオ 5000芝用

F5V5003

F5V3060-LY

F9V4001

F5V5000-P

競技会別提供ボール　（22競技会）

競技会名 提供球

・天皇杯全日本サッカー選手権大会 天皇杯試合球 F5E5000

・高円宮杯 U-18 サッカーリーグ

プレミアリーグ ヴァンタッジオ 5000プレミア F5V5003

プリンスリーグ ヴァンタッジオ 5000コンペティション F5V5002
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・日本クラブユースサッカー選手権 U-18大会

・高円宮全日本ユース U-15 サッカー選手権大会

・日本クラブユースサッカー選手権 U-15大会

・全国シニア（70歳以上）サッカーフェスティバル

・全国シニア（60歳以上）サッカー大会

・全国シニア（50歳以上）サッカー大会 ヴァンタッジオ 3050軽量 F5V3050-LR

・全国シニア（40歳以上）サッカー大会 ヴァンタッジオ 5000芝用 F5V5000

・全日本フットサル選手権大会

・全日本大学フットサル大会

・全日本ユース（U-18）フットサル大会

・全日本女子フットサル選手権大会

・全日本ユース（U-15）フットサル大会

・全日本女子ユース（U-15)フットサル大会

・皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 皇后杯試合球 F5E5001

・全日本大学女子サッカー選手権大会

・全日本女子ユース（U-18）サッカー選手権大会
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・全国レディースサッカー大会 ヴァンタッジオ 4000 F5V4000-P
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・全国ビーチサッカー大会 ヴァンタッジオ ビーチサッカー F5V3551-YB

指導者普及事業　（28事業）

事業名 提供球

・トレセン関連事業　　 8事業 ヴァンタッジオ 3000 F4V3000

・指導者養成事業　　　16事業 ヴァンタッジオ 4000 F5V4000

・JFAアカデミー事業　　4事業 ヴァンタッジオ 5000コンペティション F5V5002

ヴァンタッジオ 5000プレミア
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天皇杯試合球  

品番：F5E5000 

●アセンテック●5 号球●タイ製 

ヴァンタッジオ 5000プレミア 

品番：F5V5003 

●アセンテック●5 号球●タイ製 

（2016 年 1 月発売予定） 

 

ヴァンタッジオ 5000芝用 

品番：F5V5000-P 

●アセンテック●5 号球●タイ製 

 

皇后杯試合球  

品番：F5E5001 

●アセンテック●5 号球●タイ製 

ヴァンタッジオ 5000コンペティション 

品番：F5V5002 

●アセンテック●5 号球●タイ製 

 

ヴァンタッジオ 5000 芝用 

品番：F5V5000 

●アセンテック●5 号球●タイ製 

 

ヴァンタッジオ 3050軽量 

品番：F5V3050-LR 

●縫い●5 号球●390-410g 

●ベトナム製 

ヴァンタッジオ 3060軽量 

品番：F5V3060-LY 

●縫い●5 号球●370-390g 

●ベトナム製 

 

 ヴァンタッジオ 4000 

品番：F5V4000 

●縫い●5 号球●ベトナム製 

ヴァンタッジオ 3000 

品番：F4V3000 

●縫い●4 号球●中国製 

ヴァンタッジオ 4000フットサル 

品番：F9V4001 

●縫い●ベトナム製 

 

 ヴァンタッジオ 4000 

品番：F5V4000-P 

●縫い●5 号球●ベトナム製 



  

読者お問い合わせ先 

モルテングローバルマーケティング：03-3625-8302 

報道関係者からのお問い合わせ先 

株式会社モルテン 広報室 担当：荒武（広島） 中森（東京） 

〒733-0013 広島市西区横川新町 1-8 TEL：082-292-1247  FAX：082-292-1386 

〒130-0003 東京都墨田区横川 5-5-7 TEL：03-3625-8304  FAX：03-3625-8306 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ モルテンについて 
競技用ボールとスポーツエキップメントメーカーのモルテンは、1958年よりサッカー、バスケットボール、ハンドボ

ール、バレーボールなどの競技用ボールの製造と販売を行い、決して妥協することのない品質を追求しています。 

モルテンは世界中のトップリーグやチーム、国際大会で使用される公式試合球やスポーツエキップメントなどの革新

的製品を生み出し、グローバル・スタンダードとしての品質を高め続けています。 

詳細については、弊社ウェブサイトを参照ください。  URL：www.molten.co.jp 

 

 

■ For the real game（フォー･ザ･リアル･ゲーム）とは 
私たちが製品や活動を通じて実現していきたいこと、すなわち『完璧なボールとスポーツエキップメントによってプ

レイヤーのパフォーマンスと意志が100%発揮される時、そこに本物のゲームが実現する』という私たちの信念と姿

勢を集約したモルテンのブランドステートメントです。 

私たちは “For the real game” をブランドの約束として、事業活動や製品づくりを行っています。 

 

 

■ 製品画像のデータ（JPEG）もご用意しております。 

ご入用の際は、下記問い合わせ先までご一報いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

ヴァンタッジオ ビーチサッカー 

品番：F5V3551-YB 

●縫い●5 号球●中国製 


