
 

 

 

    

 

バイエルグループ（本社所在地：ドイツ）は、2013 年に創立 150 周年を迎えます。 
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News Release  
 

 

 

  

 

 

東京、2013年 11月 11日 ―バイエル ホールディング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 

社長：ハンスディーター・ハウスナー）は、サッカー日本代表細貝萌
ほそがいはじめ

選手を招いて、バイエル創立 150周

年記念イベント「バイエルアスピリン 細貝萌 親子サッカー教室」を 2013 年 12 月 26 日（木）、大阪市大正

区の大阪市立千島体育館にて開催いたします。今回の企画は、バイエル創立 150 周年を記念するイベ

ントの一環として、今年 5月まで「バイエル 04レバクーゼン」で活躍していた、細貝選手を特別ゲストとして

迎え、開催することとなりました。 

 

つきましては、小学 1～3 年生とその保護者、合計 30 組 60 名の参加者を募集いたします。バイエル社は、

スポーツを通じて健康を促進し、地域の交流を深めることを目的に、ブンデスリーガ 1 部「バイエル 04 レ

バクーゼン」を含む 27 のスポーツクラブを支援しており、プロからアマチュア、健常者や障がい者の方々5 

万人が会員となっています。その考えのもと、「バイエルアスピリン 細貝萌 親子サッカー教室」は、サッカ

ーの技術を学ぶとともに、親子の交流を深めることを目的として実施いたします。性別やサッカー経験は

問いませんので、小学 1～3 年生とその保護者の方ならだれでも参加をすることができます。さらに、参加

者にはオリジナルサッカーボールと長袖サッカーウェアをプレゼント。サッカー教室終了後には細貝選手

からサイン入りのサッカーボールをもらい、一緒に写真撮影をすることもできます。 

 

サッカー日本代表 細貝萌選手を特別ゲストに招きサッカー教室を開催  

 

バイエル創立 150周年記念イベント 

「バイエルアスピリン 細貝萌 親子サッカー教室」参加者募集のご案内 

 募集期間： 2013年 11月 11日～12月 6日 

 開催日時： 2013年 12月 26日（木）17：00～19：00 

 開催場所： 大阪市立千島体育館 （大阪府大阪市大正区） 

 対象： 小学校 1～3年生とその保護者 合計 30組 60名 

バイエル ホールディング 

株式会社  
広報本部 
〒100-8268  

東京都千代田区丸の内 
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TEL 03-6266-7255 
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「バイエルアスピリン 細貝萌 親子サッカー教室」の開催概要・申し込み方法につきましては別紙をご参照 

ください。また、バイエルホームページ(www.bayer.co.jp) でもご覧いただけます。 

 

◆プロフィール◆  

細貝 萌（ほそがい はじめ） 

1986 年 6 月 10 日生まれ 群馬県出身 27 歳 

U-15 から各年代代表、特別指定選手を経て、2005 年浦和レッズ入団後 6 

シーズン在籍。2008 年 U-23 北京五輪に出場し、2010 年から A 代表とし

て選出。2011 年ドイツ・バイエル 04レバクーゼンへ完全移籍（同時に「FC 

アウグスブルク」へレンタル）。2013年 7月に、ヘルタ・ベルリンへ移籍。日

本代表としても、ブラジルワールドカップのアジア最終予選で活躍、 

本選出場を決める。また、ワールドカップのプレ大会として開催される 

コンフェデレーションズカップにも出場。 

国際 Aマッチ 24試合出場 1得点。（2013年 10月 15日現在） 

 

 

発売から 100 年以上、現在 80カ国以上で販売されている解熱鎮痛薬「バイエルアスピリン」 

アスピリンは 1897 年にドイツ・バイエル社が合成に成功して以来、100 年以上にわたり世界中の人々に解

熱鎮痛薬として使用されてきました。人類初の月面着陸を果たした宇宙船アポロ 11 号にも搭載されるほ

ど、その信頼は高いものです。「バイエルアスピリン」は、

現在 80 カ国以上で販売され、バイエル ヘルスケア社

の主力製品の１つとして高く位置付けられています。 

 

 

バイエル ホールディング株式会社 

2013 年 11 月 11 日、東京 

Bayer Holding Ltd./Communications (13#6j / JPN-BAG-2013-0324) 

 

日本のバイエルについて 

日本においてバイエルは、発売以来すでに 100 年以上経過している解熱･鎮痛剤「アスピリン」を開発した会社として知られてい

る。日本のバイエルは、ヘルスケア分野から農業関連､さらに先端素材の分野まで、人々の健康や暮らし、産業に関わる社会の幅

広い領域で付加価値の高い製品やサービスを提供している。日本のバイエル全体の売上は 2,349 億 1,100 万円（2012 年）で、

従業員数は 3,320名。 

http://www.bayer.co.jp/
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開催概要 

 

●名 称  バイエルアスピリン 細貝萌 親子サッカー教室 

●主 催  バイエル ホールディング株式会社 

●日 時  2013年 12月 26日（木） 17：00～19：00（16：00受付開始） 

●会 場 大阪市立千島体育館  HP: http://www.osaka-sp.jp/chishima/index.php 

 大阪府大阪市大正区千島 2-7-93 

  ※駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。 

●対 象 小学校 1～3年生（男女問わず）の児童 1名と保護者 1名 

●定 員 30組 60名 

●参 加 費 無料  ※会場までの交通費は自費負担となります。 

●申し込み方法  下記事項を記入の上、Ｅメールにてお申込ください。 

 ① 児童氏名（ふりがな）、性別、学年 

 ② 保護者氏名（ふりがな）、性別 

 ③ 郵便番号、住所 

 ④ 当日連絡がつく電話番号 

 ⑤ Eメールアドレス 

 ⑥親子 2名分のウェアサイズ（次頁の表からお選びください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オリジナルサッカーボール 

(一組 1個) 

オリジナル長袖サッカーウェア 

(一人 1枚) 

http://www.osaka-sp.jp/chishima/index.php


 

- 4/5 - 

＜オリジナルウェア サイズ表＞ 

サイズ 140 150 160 S M L XL

身長 135～145 145～155 155～160 155～165 165～175 170～180 175～185

胸囲 64～72 70～78 78～84 80～88 88～96 96～104 104～112

ウエスト 56～62 60～66 64～72 70～78 74～82 77～85 80～88

(㎝)  

 

●応募締切 2013年 12月 6日（金） 23：59まで 

●当選連絡 厳正なる抽選の上、当選者を決定し、開催日の約 2 週間前に、ご記入いただいたメー

 ルアドレス宛てにご連絡いたします。外れた方には、連絡メールの送信は行いませんの

 で、あらかじめご了承ください。 

 ※迷惑メール対策などで、「メールの受信/拒否設定」を設定している場合、当選連絡メ 

 ールが受信できない場合があります。「bayer-hosogai@ktp008.jp」を受信できるよう設 定 

 をお願いいたします。 

 

●お申し込み・お問合わせ先 

 バイエルアスピリン 細貝萌 親子サッカー教室 事務局 (ケイティーピー内) 

 E-mail：bayer-hosogai@ktp008.jp 

 Tel：03-3702-8872 

 

●その他・注意事項 

 ※ 参加者には、当日、細貝選手サイン入りオリジナルサッカーボール（一組 1個）の他 

   に長袖サッカーウェアをプレゼントいたしますので、ご着用の上、サッカー教室にご参 

   加ください。お配りするのは長袖サッカーウェア（上のみ）となります。それ以外のウェ 

   アはサッカーに適したものを各自ご準備ください。 

 ※ 主催者側では、怪我や事故の応急処置を行い、スポーツレクリエーション保険に加入

   しますが、ご心配な方は個人でスポーツ保険に加入してください 。 

 ※ 申込時に児童と保護者の方のウェアサイズを記入してください。 

 ※ 当日は室内専用のサッカー(フットサル)シューズまたは運動靴を持参してください。ス

パイクおよびヒール付の靴で会場に入ることはできません。 

 ※ サッカー教室の参加者のみ、終了後に細貝選手の写真撮影会を予定しています。 
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 ※当日はマスコミ・各種報道機関の取材が予定されています。新聞記事などに掲載され 

   る可能性があることをご了承のうえご参加ください。 

 ※ 個人情報はこのイベント企画の目的以外には利用いたしません。 

 

 
 

＜この件に関する報道関係者からのお問合せ、素材のご提供など＞ 

「バイエルアスピリン 細貝萌 親子サッカー教室」広報担当  

株式会社 エイレックス 児玉、常山 

TEL: 03-3560-1855, FAX: 03-3560-1290  
 


