
Caddie Robot

CaddieRobot 開発プロジェクト

サッカーロボ㈱ 代表取締役

藤原 広光

～ 新しいラウンドスタイルを日本で創造し世界へ ～

（日中はキャディーロボット／早朝・夜はコースメンテナンスロボット）

開発スポンサー募集資料
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2023年３月1日 現在のスポンサー様

個人スポンサー様

・大塚達也様（アース製薬会長）

・吉田義裕様（ヨシダパッケージ代表取締役）

・

・ ㈱ヨシダパッケージ

・ ㈱MIYOSHI

・ ㈱フレンズ

・ ㈱ヒューネック

・

※スポンサーロゴ
の位置は未確定

企業スポンサー様
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開発資金調達について

開発資金（５年間） 目標10億円
＜年間２億円＞

資金調達手法

寄付として（夢のCaddieRobot実現への応援）１

２ スポンサー宣伝広告として（ビジネスシーンを踏まえてのスポンサード）

企業版ふるさと納税の活用（市町村との連携） ※本資料では記述しません３

クラウドファンディング（夢のCaddieRobot実現への応援） ※別資料にて４

企業様、個人様から
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スポンサード特権①

CaddieRobotに出資者の名前と属性を学習させる

大塚達也って知ってる？
大塚達也さんは、
アース製薬の会長を
されていて、私の開
発資金を出して頂い
た個人ダイヤモンド
スポンサーです♪ほら、このロボット私も

出資したんよぉ♪

カスタマイズCaddieRobot対応（出資金額100万円以上）
※別途費用が掛かる場合もあります

◼ CaddieRobotの形の変更 ※個人所有前提

◼ CaddieRobotの色の変更 ※個人所有前提

◼ AI技術でタレントさんなど好きな声への変更

など
※所属事務所などの許可が必要
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スポンサード特権②

開発期間中・ロボット完成後 ロボット完成後

キャディーロボット販売代理店の権利

マスメディアへの露出

積極的なメディアへの露出を
行いスポンサー様の名を世間へ

ロボット開発進捗報告会

定期的に開発状況を公開し、
開発に対する助言等して頂けます。

交流会・ゴルフコンペの開催

「夢の共有」をする仲間と親睦を図る
イベントを開催します。

キャディーロボットを販売する権
利を有します。また、定価の
70%で仕入れることができます。

国内のゴルフ場に！世界のゴルフ場に！
スポンサー記名された
キャディーロボットが活躍

スポンサー広告として
資金提供した証として
販売したキャディーロボットが
活躍している間ずっと
ゴルフ場にスポンサー様の
名前が存在します。

企業名を印字して販売

ホームページ掲載・SNSプロモーション

インスタゴルフ女子を通じて
宣伝・広告をします。

URL https://www.caddierobot.jp

※ゴルフ場の関係によっては
スポンサー記名できない場合もあります。
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寄付として１

CaddieRobot開発プロジェクトに共感を頂き

夢のCaddieRobot実現への応援して頂ける方よろしくお願いします。

南都銀行 大東支店（785）

普通 2013103

サッカーロボカブシキガイシャ

お振込み先

プロジェクト責任者 藤原広光

h-fujiwara@fit2001.com

までメールでお知らせください。
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スポンサー宣伝広告２

スポンサー広告の募集（広告収入として売上計上）

キャディーロボットの開発期間中は、積極的にマスメディアへアプローチし広報活動を行います。

胸
腕
腹

足回り

頭

スポンサーカテゴリー 印字場所 年間スポンサー料

① ダイヤモンドスポンサー 胸／足回り ３千万円

② プラチナスポンサー 頭／肩／腕 ２千万円

③ ゴールドスポンサー 腹／足回り １千万円

④ サファイヤスポンサー 腹／足回り ５百万円

⑤ シルバースポンサー 空きスペース ３百万円

⑤ ブロンズスポンサー 空きスペース １百万円

CaddieRobot 完成後に
希望されるスポンサー様には

「販売代理店契約」を結ばせて頂き
販売に応じたインセンティブをお支払いします。
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販売代理店契約によるインセンティブについて

CaddieRobot の販売想定価格は、１台300～500万円を想定しています。

販売売上の 30万円 を出して頂いたスポンサー費用に応じてインセンティブをお支払いします。

インセンティブ計算式

全開発論理的資金
＝

スポンサー論理的資金
× 売上

スポンサー論理的資金・全開発論理的資金について

開発スタート時に出して頂く資金
（CaddieRobotって本当に開発でき
るの？）と開発終盤時に出して頂く
資金（CaddieRobotが現実味ある時
期）とでは、出して頂く資金の重み
が違います。開発初期に出して頂い
た方により多くのインセンティブを
お支払いしたい制度です。

＝ スポンサー資金 × 重み係数論理的資金

開発年度 重み係数

2022年度以前 1.5

2023年度 1.4

2024年度 1.3

2025年度 1.2

2026年度 1.1

2027年度 1.0
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想定インセンティブシミュレーション

年間２億円の資金調達ができ、全調達資金10億円でCaddieRobotが完成した場合

◆ 全開発論理的資金 ＝ 12億円
※計算式 ＝ ２億円×1.4 ＋ ２億円×1.3 ＋ ２億円×1.2 ＋ ２億円×1.1 ＋ ２億円×1.0

目標販売台数

開発年度 重み係数 論理的資金 ５千台 １万台 ５万台

2023年度 1.4 140万円

計算式
600万円／12億円
×30万円×５千台

計算式
600万円／12億円
×30万円×１万台

計算式
600万円／12億円
×30万円×５万台

2024年度 1.3 130万円

2025年度 1.2 120万円

2026年度 1.1 110万円

2027年度 1.0 100万円 販売インセンティブ

合計 600万円 750万円 1,500万円 7,500万円

◆ CaddieRobot 想定販売価格 300万円
◆ CaddieRobot インセンティブ 30万円
◆ CaddieRobot 販売台数 ５千台 ／ １万台 ／ ５万台

毎年100万円／合計500万円のスポンサー費用の場合

※あくまでも想定シミュレーションとなっておりますので一つの指標としてご参考ください。

損益分岐点は、約3,400台
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想定インセンティブシミュレーション（５億円）

年間１億円の資金調達ができ、全調達資金５億円でCaddieRobotが完成した場合

◆ 全開発論理的資金 ＝ ６億円
※計算式 ＝ １億円×1.4 ＋ １億円×1.3 ＋ １億円×1.2 ＋ １億円×1.1 ＋ １億円×1.0

目標販売台数

開発年度 重み係数 論理的資金 ５千台 １万台 ５万台

2023年度 1.4 140万円

計算式
600万円／６億円
×30万円×５千台

計算式
600万円／６億円
×30万円×１万台

計算式
600万円／６億円
×30万円×５万台

2024年度 1.3 130万円

2025年度 1.2 120万円

2026年度 1.1 110万円

2027年度 1.0 100万円 販売インセンティブ

合計 600万円 1,500万円 3,000万円 1億5,000万円

◆ CaddieRobot 想定販売価格 300万円
◆ CaddieRobot インセンティブ 30万円
◆ CaddieRobot 販売台数 ５千台 ／ １万台 ／ ５万台

毎年100万円／合計500万円のスポンサー費用の場合

※あくまでも想定シミュレーションとなっておりますので一つの指標としてご参考ください。

損益分岐点は、約1,700台
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プロジェクト責任者：藤原広光プロフィール
■ 株式会社 フィット 代表取締役社長 （IT）

＜創業 2001年／資本金（準備金含む） 3憶8,999万円
JASDAQ上場会社 CMCグループ（2019年～）＞

■ サッカーロボ 株式会社 代表取締役 （ロボット・AI）
＜創業 2015年／私の夢の会社／理念：ひとを守る・ひとの生活を豊かにする企業＞

■ J.JANE Japan 代表 （ゴルフアパレル）
＜代表就任2019年／韓国ゴルフアパレル J.JANE 日本販売総代理店＞

■ Golf Attendant Salon 赤坂 代表 （ゴルフシミュレーションサロン）
＜開業2016年／弾道再現率99.6%を誇るシミュレータ設置サロン＞

■ WEG Promotion 代表 （イベント企画・タレントマネージメント）
＜ワイン・食・ゴルフに特化したタレントプロモーション事業＞

■ 株式会社JCG Management 執行役員 （ゴルフ事業中核拠点）
＜一般社団法人日本チャレンジゴルフツアー運営会社＞

<最終学歴>

＜受賞歴＞

＜経歴＞

国立大学法人 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 博士前期課程修了
＜専攻：ロボット工学・人工知能（ニューラルネットワーク／強化学習）＞
＜研究テーマ：RoboCup（人工知能ロボットのサッカーワールドカップ）＞

池田銀行主催 池銀ニュービジネス助成金地域起こし大賞 大賞受賞（167社ビジネスプランコンテスト優勝）
経済産業省主催 第二回ものづくり日本大賞 優秀賞受賞（国からものづくり名人の称号を頂く）

塾講師／家庭教師（10年間）／モデル（３年間）／モデルスクール講師・モデルマネージャー（４年）／
撮影会・イベント企画運営（1999年～現在）／タレント・モデル写真集プロデュース（実績20件）／
奈良先端科学技術大学院大学「ベンチャー論」非常勤講師／各種セミナー講師（2007年～現在）／
経営コンサルタント（2013年～現在）＜ボランティア行動：実績20件以上＞／
イケおじモデル（2021年～現在）

【藤原広光の属性】 元モデル／起業家／経営者／WEBエンジニア／ロボット・AIエンジニア／講師
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起業家・藤原広光・夢

人生をかけた「夢」の追求

日本発・世界発信の研究プロジェクト『RoboCup』

2050年までに人間の Soccer World Cup チャンピオン勝つロボットを創造

国立大学法人 奈良先端科学技術大学院大学在学中にRoboCupに参画

99’ ストックホルム世界大会 ／ 00’ メルボルン世界大会

に日本代表として出場しました。

24歳大学院時代に公言したキャリアプラン

①「夢」を実現するために 40歳でロボット会社の社長 になる

② 40歳までにビジネスで成功し、ロボット会社創業資金を調達する

「夢」のプロジェクトに参画した経験から

26歳で社会人経験無く起業 2001年11月「有限会社フィット」創業

40歳で公言とおり 2015年6月10日「サッカーロボ株式会社」創業
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起業家経歴
2001年 有限会社フィット設立（資本金300万円） 受託開発を主業としたＩＴ企業を創業。

： エンジニアとして数多くのシステム企画・設計・開発・保守業務を経験 エンジニアとしての経験値を多く積む

2006年 国立大学法人 奈良先端科学技術大学院大学 大学発ベンチャー企業認定
人生初の事業計画書を作成し、母校から評価を受け
国立大学の冠を得る。

株式会社へ移行（資本金3,000万円） 株式上場を目指す実行動。

池田銀行主催 池銀ニュービジネス助成金地域起こし大賞 大賞受賞
167社のビジネスプランで優勝し賞金300万円ゲッ
ト、株式上場を目指す足がかりとなる。

2007年 経済産業省主催 第二回ものづくり日本大賞 優秀賞受賞 国から「ものづくり名人」の称号を頂く。

ＶＣを中心に9,600万円の資金調達（資本金9,400万円） 株式上場を目指す企業へ。

2008年 自社コンテンツ・ドキュメント制作ツール SymManual をリリース 主業を受託開発からASP事業へ転換。

2009年
リーマンショックの影響を受け財務状況が悪化
自己資金・既存株主を中心に資金調達（資本金１億1,050万円）

株式上場どころではなくなる。
ベンチャーの死の谷を経験し、乗り越える。

2013年 企業体質として黒字化を達成 2009年からの暗黒の４年間が経営者として成長。

2015年 サッカーロボ株式会社 設立（私の夢の会社） １年後にNVCCより５千万円の資金調達

2016年 ゴルフシミュレーションサロン Golf Attendant Salon 赤坂 開業 CaddieRobot開発拠点として

： 【SymManual】スターバックス・APAグループ・富士通・リゾートトラスト・ダスキン／ミスタードーナツなど大手企業と契約

2019年
㈱シイエム・シイ（JASDAQ上場会社）と資本業務提携（株式33.6%）
資本金３億8,899万円（資本準備金含む）

トヨタマニュアルなどを手掛けるCMC Group に参
画し、企業信用力と営業力を強化

韓国ゴルフアパレル J.JANE Japan 代表に就任 SNSマーケティングの強化

2020年 ナレッジ・ノウハウ共有DXツール SymKnowlege をリリース 富士通、CMC Group へOEM提供

2021年 株式会社JCG Management 執行役員に就任 ゴルフ事業推進のため

2022年 イベント企画・タレントマネージメント事業 WEG Promotion 設立予定 各事業を連動させるのは「優良な人財」

CaddieRobot開発プロジェクト始動



Caddie Robot

お問い合わせ

プロジェクト責任者 藤原広光

h-fujiwara@fit2001.com

までメールでお知らせください。
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