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会社概要-①
社名：株式会社アーシャルデザイン
設⽴：2014年10⽉
本社：東京都渋⾕区代々⽊1-58-1 ⽯⼭ビル4階
役員：代表取締役 ⼩園 翔太

専務取締役 久野 晋⼀郎
取締役 ⼩林 ⼀光

従業員数：130名（2021年6⽉ 現在）
事業内容：体育会学⽣、アスリート特化型採⽤サービス 「Athlete Agent｜アスリートエージェント」

アスリートITエンジニアのスキルシェアサービス「Athlete Agent-TECH｜アスリートエージェントテック」
ビジネスアスリートWebマガジン 「ATHLETE LIVE｜アスリートライブ」

【A-cialDesign グループ/関連企業】
ニューモード（株）：スポーツウェアのデザイン、製作、販売事業

（株）SAMURAI ：元サッカー⽇本代表「鈴⽊隆⾏」、Jクラブ監督「奥野僚右」によるサッカースクール事業
SEALS（株） ：3⼈制プロバスケットチーム「SEALS.EXE」の運営

メディア掲載実績 ※延べ60媒体以上掲載実績あり



会社概要-②

スポーツ ライフハック カンパニー

スポーツのちからで⼈の可能性（Life）を拡げ、

世の中を改善（Hack）していく事業を創造していく

“スポーツ ライフハック カンパニー”

Corporate Philosophy｜企業理念
スポーツとビジネスコンテンツを掛け合わせて、

新たなビジネスプラットフォームを創造していく。

他社が思いつかない事業の創造にこだわり、

関わる⽅々がファンになる会社であり続けます。

Corporate Identity｜何の会社か？



スポーツ ✕ ⼈材 スポーツ × スクール
（陸上）

スポーツ × メディア スポーツ × アパレル

スポーツ × スクール
（サッカー）

スポーツ × チーム運営

スポーツ✕ヘルスケア
スポーツ✕⾷
スポーツ✕シェアリング

エコノミー
スポーツ✕エンター

テインメント
etc

スポーツ ✕ IT

アーシャルデザインが展開している事業分野



アーシャルデザインの主⼒事業（2つ）

体育会学⽣/引退したアスリートに
特化した⼈材紹介サービス

Athlete Agent｜アスリートエージェント

Athlete Agent-TECH｜アスリートエージェントテック

アスリート⼈材をプログラミング教育 /
スキルシェアサービス

国内実績No.1！

国内初！



体育会・アスリートに特化した⼈材紹介サービス「 Athlete Agent 」3つのポイント

体育会学⽣・元/現役アスリートに
特化した⼈材紹介サービス

創業から構築してきた独⾃の集客ネットワーク

データに基づいた採⽤精度の⾼い⼈材紹介システム
（データ×速度×⼈材の品質）

無料教育研修・⼊社後フォロー（業界唯⼀！）

導入社数アスリートの
キャリア支援実績 相談実績



ユーザー登録者数

体育会学⽣ / 元体育会 / 元・現役アスリートに特化

体育会学⽣ 元体育会/競技経験 有 現役アスリート 元アスリート

既卒/中途新卒

約2,000名 合計約1,800名

※練習/試合：平⽇早朝or平⽇夜＆⼟⽇
（通常勤務可能）

間接的な⽀援を含め5000名以上のアスリート⼈材（プロ・アマ・体育会）のキャリア⽀援

体育会学⽣紹介実績では、国内3位 アスリート⽀援実績は、国内1位



登録ユーザー数推移
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求職者の独⾃集客⼿法

ソーシャルメディア（SNS）

⾃社メディア / WEB広告

⾃社メディア：アスリートライブ

スポーツネットワーク（リアル）

スポーツチーム/団体 ⼤学/部活 コーチ/トレーナー 紹介/⼝コミ

広告：リスティング/アフィリエイト

求職者のWEB⾯での集客はターゲットを明確化したリスティン
グを中⼼に集客。アナログ⾯では創業以来培ってきた弊社のス
ポーツネットワークが集客の強みになっています。

集客⽤ ⾃社LP例（リスティング広告）

広告配信は、スマートフォンが中⼼。
ランディングページのデザインがターゲットを明確化している
為、誤認による求職者登録の減少につながっています。



導⼊企業様の事例 ※⼤⼿からベンチャーまで600社以上



アーシャルデザインの主⼒事業（2つ）

体育会学⽣/引退したアスリートに
特化した⼈材紹介サービス

Athlete Agent｜アスリートエージェント

Athlete Agent-TECH｜アスリートエージェントテック

アスリート⼈材をプログラミング教育 /
スキルシェアサービス

国内実績No.1！

国内初！



アスリートエージェントテックとは？

競技を通じて、

「コミュニケーションスキル」

「⾼いチーム意識」を

兼ねそなえたアスリート⼈材。

現役エンジニアによる

IT教育（6ヶ⽉）を実施し、

アスリートエンジニアとして

IT企業にスキルシェアする

システムエンジニアリングサービス。

「⾼いチーム意識×エンジニアスキル」
Athlete Agent-TECH｜アスリートエージェントテック

×

エンジニアスキル
ENGINEER SKILLSONE TEAM

⾼いチーム意識

国内初！



プログラミング教育について：Athlete Agent-TECH ACADEMIA

HTML CSS JavaScript

Laravel JQuery PHP Salesforce AWS

JAVA

クラウドエンジニアコース
Webエンジニアコース

未経験からでも6ヶ⽉間でITエンジニアとしてのキャリアをスタートできる独⾃プログラム

WEBエンジニアコースとクラウドエンジニアコースの2つを⽤意



アスリートエージェントテックとは？

競技後のキャリア問題 エンジニア不足問題

2020年
エンジニア
30万人不足

2030年
エンジニア
80万人不足

マネジメント型
エンジニアの
不足問題

限定された
競技後の
キャリア

村社会化
された世界

高いビジネス
ポテンシャルを
活かせていない

“国内で抱える2つの社会問題に寄与する事が可能となる” 国内初のITエンジニア事業です。

ATH
LETE

EN
G
IN
EER【持続可能な社会へ】

SDGsに向けた事業



（SES）競合他社にない圧倒的な採⽤⼒（アスリートエンジニア候補者）

2020年7⽉から本格的に募集をスタートし、
6ヶ⽉間での応募は9000名。
サイトでの応募ランキングは、
未経験ITエンジニア募集ランキングで
圧倒的1位を獲得。（リクナビネクスト / マイナビ）

競技出⾝者が「IT業界への興味関⼼があること」
が、この実績から分かりました。

リクナビネクストで職種別ランキング1位の応募数！

未経験エンジニア平均採⽤単価について
業界相場

弊社実績

40万〜50万（⼀⼈）

8万（⼀⼈）※2021年6⽉時点



セールスフォースの資格取得者

Salesforce認定Platformデベロッパー Salesforce 認定アドミニストレータ

CRMシステム 世界シェアNo1のSalesforce社認定資格

⼤⼿企業と並んで複数名が保有しております。
全員が「元競技者・未経験からエンジニアスタート」
3ヶ⽉〜6ヶ⽉で資格取得まで達成。



⼤⼿お取引先（エンジニア参画先）

テラスカイ アクセンチュア ⽇⽴製作所

NTTデータ NEC セラク
富⼠フイルム

ソリューションズ



圧倒的な事業成⻑スピード（全社成⻑の⼤きな要因に）
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事業開始が2020年5⽉。コロナ禍を追い⾵に変え、開始1年半で3億円の事業に成⻑。
開始1.5年で創業からメイン事業だった紹介事業よりも⼤きく成⻑

290万

2,800万円

初期（⽉）

5⽉現在

事業開始初期で約3億円の事業に！（事業開始から1年半）



A-cial Design 全社成⻑率



エンジニア事業により急成⻑（Jカーブの⼊り⼝）
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創業から7期⽬（上期）までは盤⽯な紹介事業を展開。
7期⽬より2025年IPOを中期⽬標に定め、巨⼤マーケットの新規事業（IT分野）に挑戦。

結果、昨対⽐400％成⻑で着地予定。
（2021年5⽉時点で3億円。すでに昨対⽐200％成⻑）
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世界的起業家コミュニティ EO Tokyo にて「年次成⻑率No.1 AWARD」受賞

世界的起業家ネットワーク「EO」の⽇本⽀部である
EO Tokyo Centralに所属する約300企業（上場企業含む）のうち、
年間で最も成⻑率の⾼い企業を表彰する
「年次成⻑率No.1AWARD（2020ー2021年度）」を受賞。
世界を未曾有の事態に巻き込んだコロナ禍で、
昨対⽐約400%の成⻑率を上げ、
全会員の中で成⻑率が第⼀位となりました。

上場企業も含む会員約300社の中で、年次成⻑率No.1に！

EO − Entrepreneurs' Organization（起業家機構）は、1987年に設⽴された、
年商$1MILLIONを越える会社の若⼿起業家の世界的ネットワークで、現在62か国
196チャプター、14,674名のメンバーによって構成されています。
EO Tokyoはその⽇本⽀部として、1995年10⽉にグロービス堀社⻑（EOジャパン
ファウンダー）を中⼼に⽇本の起業家が集まりEOジャパンチャプターがアジア初で
設⽴されました。現在第26期では337⼈の起業家（ファウンダー）が在籍しており
ます。



その他の取り組み



講談社⼈気サッカー漫画「ジャイアント・キリング」とのコラボレーション

講談社の⼈気サッカー漫画
「GIANT KILLING」とのコラボ！

Athlete Agentのイメージキャラクターに！

トレンドタイムス YOMIURI ONLINE SANSPO.COM LINEニュース ロイター通信 excite.ニュース 朝⽇新聞デジタル
ビズハック！ えんウチ @nifty ビジネス bizocean Blogpeople Infoseekニュース N+NewsRelease RBBTODAY
rentaloffice.bz Resemom Response SankeiBiz その他。

メディア掲載実績



エンジニア駅伝チーム：Athlete Agent Running Team（AART）

創業以来、事業理念として掲げている
「アスリートからビジネスアスリートへ。」
を実現すべく⽴ち上げた実業団駅伝チーム。

2021年4⽉から東京を拠点として活動を開始。
初代監督には、⼤学駅伝 3 冠の経験を持つ⼋⽊勇樹⽒が就任。
⽬下の⽬標は「ニューイヤー駅伝への出場」
Athlete Agent RUNNING TEAM では、
実業団競技の為の仕事ではなく、他のビジネスパーソンと
変わらず、ビジネスでのキャリアアップも実現しながら
競技者としての結果も⽬指します。

八木 勇樹Yagi Yuiki

初年度から優秀な選⼿達のスカウトに成功。 「駅伝に詳しすぎるアイドル」NGT48の⻄村菜那⼦さんとの対談



その他：クラウドファウンディング

めざましテレビさんでも取り上げていただきました！ 五輪メダリストから⽇本代表まで50名以上のアスリートの⽅が活動に賛同してくれました！

クラウドファウンディング「READYFOR」にて、
コロナにより活動⾃粛中の体育会学⽣に向けたプロジェクト。
公開から2⽇で⽬標⾦額を達成！

コロナで表現の場を失ってしまった体育会学⽣に表現の場を提供できない
かと思い、「体育会学⽣が⼀番輝いている試合の瞬間」をSNSでシェアす
る「Instagram写真展」を開催。
体育会学⽣達が投稿してくれた写真は綺麗に加⼯しフォトパネルにし記念
品として提供。また本プロジェクトに賛同してくれた多数のアスリートか
らの応援メッセージやコメント、当時の写真（応援者）もプロジェクト
ページに掲載。



弊社を応援してくださるアスリート/ビジネスアスリート

サッカー元⽇本代表、その他競技元⽇本代表、元メダリスト、元プロアスリート等
100名以上のアスリートの⽅が、弊社の活動を応援、期待してくれております。


