


愛媛プロレスは「プロレスで愛媛を元気に」を理念に
世界に向けて愛媛PR活動を行っております‼



私は、かねてより“地域活性”は【内需拡大＝地産地消促進＋県外へのPR】に尽きると考えておりました。
自分の得意なジャンル『エンターテイメント・PR』で地域活性に貢献できないか？
様々なイベントを企画してきました。
県外のエンタメを見て育った子供は、地元への愛着心が欠けてくるという研究結果を出ている中、
県内イベントの目玉の多くは、東京のコンテンツであることに少なからず抵抗を覚えておりました。

イベント販促費も内需拡大のためにも
“愛媛固有のエンターテイメントで集客力のあるものを創りたい”と思っておりました。

キッズダンスパフォーマンスイベントなど地域のエンターテイナーを起用したイベントで
実績を残してきたのですが課題も多く感じておりましたところ、
その課題をすべて払しょくするエンターテイメント「プロレス」に出会ったのです。

①老若男女が楽しめる ②国民が熱狂した歴史・潜在ファンが多い
③連続性があるので地方都市でも存続しやすい
④地域資源のPRにつなげられる ⑤積極的に県外進出できるルートがある

このような観点から、プロレスという格闘エンターテイメントに魅力と可能性を感じ、
四国初のご当地プロレス団体を旗揚げすることにしました。
無謀な挑戦と思いますが、一歩一歩、皆様のご協力のもと確実に前進しておりあす手ごたえを感じております。
どうぞ、今後とも“愛媛プロレス”をよろしくお願い申し上げます。

愛媛プロレス 旗揚げに際しての思い

愛媛プロレス代表
キューティエリー・ザ・エヒメ



愛媛プロレスとは?



愛媛プロレスとは



2018年4月2日旗揚げ
四国初のご当地プロレス団体
2年半で団員30名獲得 プロ選手輩出（後楽園デビュー）
自主興行連続満員御礼などの記録を作り
全国メディア多数出演など注目を集めている。

愛媛プロレスとは

理 念 プロレスで愛媛を元気に！
モットー 誰だってヒーローなんだ



愛媛プロレスとは
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予想は裏切り期待は超える
老若男女に響くエンターテイメントで観る人に
「夢と感動」を地元で永く愛される身近なヒーローに
愛媛の魅力を身をもって世界に発信するアンバサダー集団に

>> 地域密着を徹底遂行
>> 幅広い年代の選手・練習性が在籍（10代も多数在籍）
>> ファミリーで楽しめるオリジナリティのあるプロレスイベントを展開
>> 地元の若きリーダーである女性が代表を務める

特
徴

概
要

旗揚げ ：2016年4月2日
団員数 ：30名（2020年12月現在） 選手数15名
道場所在地 ：伊予郡砥部町上原甲86番3



愛媛プロレス活動沿革



2016年 11イベント
4月 旗揚げ（WstudioRED）

全国放送の番組に初めて取り上げていただく（NEWS ZERO）
7月 道場開門
10月 第1回自主興行 300人満員御礼（東京第一ホテル松山）
12月 初の県外社会人プロレス団体参戦（ライジングHAYATO）

2017年 47イベント
4月 第2回自主興行 300人満員御礼（松山コミュニティセンター企画展示ホール）
7月 行政イベントで初のリングイベント実施
12月 第3回自主興行 350人満員御礼（松山コミュニティセンター企画展示ホール）

初のプロ団体参戦（ライジングHAYATO）

2018年 64イベント
3月 後楽園デビュー（ライジングHAYATO）
6月 第4回自主興行 400人満員御礼（松山コミュニティセンター企画展示ホール）
7月 西日本豪雨災害でのボランティア活動（100日支援活動達成）
9月 キューティエリー・ザ・エヒメが伊予観光大使に就任
11月 第5回自主興行 430人満員御礼（松山コミュニティセンター企画展示ホール）

プロレスリングNOAH初参戦（松山コミュニティセンター企画展示ホール、ライジングHAYATO）

愛媛プロレス活動沿革



2019年 118イベント
1月 キューティエリー・ザ・エヒメ一日警察署長就任
2月 「千鳥のロコスタ」収録（キューティエリー・ザ・エヒメ）
3月 プロレスリングノア松山大会参戦（ライジングHAYATO）・提供試合（石鎚山太郎・凡人パルプ他）
4月 凡人パルプが四国中央市観光大使に就任

2020年 78イベント
1月 ライジングHAYATO全日本プロレス定期参戦開始
「疲れたら、愛媛。」愛媛プロレスバージョン公開

2月 「NHK杯 輝け！！全日本大失敗選手権大会 ～みんながでるテレビ～」
（凡人パルプ、キューティエリー・ザ・エヒメ）

3月 「NHK杯 輝け！！全日本大失敗選手権大会 ～みんながでるテレビ～」
（ライジングHAYATO、キューティエリー・ザ・エヒメ）

4月 4.12プロジェクトクラウドファンディング目標額250万円達成
5月 「サンドのお風呂いただきます」（ライジングHAYATO）
6月 砥部町より砥部焼の四国統一ヘビー級選手権試合勝利者カップ寄贈

株式会社魅せるぜえひめ愛が愛媛経済レポート【第11回週刊愛媛経済レポート賞】にてルーキー賞受賞
「松山まつりonWEB」野球拳踊り個人の部で牛神ウシオ二・キングが優勝

8月 愛媛県県政番組「愛媛プロレスキューティエリー・ザ・エヒメの愛媛の魅力にヒップアタック！」放映開始
12月 週刊プロレス選手名鑑に愛媛プロレスから代表・選手掲載

ライジングHAYATOが「愛媛・伊予観光大使」（フレッシュいよかん大使）に就任

愛媛プロレス活動沿革



2020年活動実績



愛媛プロレス 2020年活動実績

2020年 愛媛プロレス活動実績 全体
イベント

観客動

メディア出演

訪問活動

2016年 11  イベント
2017年 47  イベント
2018年 64  イベント
2019年 118  イベント

78 イベント

10,237 人

77 回

62施設1,710人

2018年 93,352  人
2019年 101,087  人

2016年 22  回
2017年 17  回
2018年 47  回
2019年 68  回

※2019年、2020年累計訪問活動数



愛媛プロレス 2020年活動実績 イベント

6/20・6/21 LIVE配信
7/12 200人満員御礼
9/27 300人満員御礼
12/13 320人満員御礼

1/3 路上：フジグラン重信 600人
2/2 リング：キスケBOX 1000人
10/10 リング：MARUSAN 300人
10/11 リング：たいよう農園 150人

10/25 リング：しまなみ温泉 300人
10/28 リング：葉牡丹 70人
10/31 リング：河辺ふれあい 400人
12/3 路上：宮川ファミリー 5人

1/2～全日本プロレス定期参戦（ライジングHAYATO）
1/14 群雄割拠
10/23 CHAKURIKI 他

■自主興行 ■イベント興行 ■参戦

全78イベント 自主興行4 リング12 路上4 参戦51 その他



愛媛プロレス 2020年活動実績 イベント

イベントお客様の声



愛媛プロレス 2020年活動実績 イベント

イベントお客様の声



愛媛プロレス 2020年活動実績 イベント

イ ベ ン ト 主 催 者 様 の 声

中予商業施設 イベント担当者 2020年1月路上パフォーマンス実施

1日2回の開催で、お客様がどのくらい集まるか不安だったが、
2階から見るお客様もいて、非常に多くのお客様に見ていただけて良かったです。
お客様がコーナーの代わりになるなどもあり、非常に楽しんでおられました。

注目の対戦カードもあり、お客様がお越しになりすぎ、見れない方もおられた。
事前に抽選なども必要になってきたことを考えると、立ち上げからの成長がすさまじい。

会社経営者 2020年4月路上パフォーマンス

自身の会社でパフォーマンスをお願いしたところ、新入社員にはもちろん、既存の
社員たちにも喜んでもらうことができ非常によかった。コロナ対策（手袋、消毒など）も
パフォーマンスに取り入れていただき、安心して見ることができた。

イベント窓口 2020年2月リングイベント実施



愛媛プロレス 2020年活動実績 メディア

77メディア出演 テレビ32 ラジオ4 新聞13 その他

週刊プロレス：選手名鑑掲載

テレビ：愛媛の魅力に
ヒップアタック（全3回）

南海放送：ウシオニキング Web野球拳踊り

新聞・テレビ：疲れたら、愛媛。完成記者会見

テレビ・新聞：砥部町寄贈砥部焼優勝杯寄贈記者会見

テレビ：6.20&6.21愛媛プロレス自主興行
（クラウドファンディング）



愛媛プロレス 2020年活動実績 メディア

テレビ・新聞：
ライジングHAYATO フレッシュ伊予観光大使 委嘱式

デイリースポーツ：愛媛プロレス紹介 朝日新聞：ライブ配信記事

愛媛新聞：
凡人パルプ 四国中央市長表敬訪問

77メディア出演 テレビ32 ラジオ4 新聞13 その他



愛媛プロレス 2020年活動実績 メディア

YOUTUBE：朝倉海 VS シバター

928万回再生
※2020年12月時点
シバター（登録者数104万人）
朝倉海（RIZIN選手、登録者数70万人）

YOUTUBE：安保 VS シバター

合計219万回再生
※2020年12月時点
シバター（登録者数104万人）
安保瑠輝也（元K1王者、登録者数29万人）

77メディア出演 テレビ32 ラジオ4 新聞13 その他



愛媛プロレス 2020年活動実績 メディア

NHK（全国）
サンドのお風呂いただきます

NHK（全国）
NHK杯 輝け！！全日本大失敗選手権大会

77メディア出演 テレビ32 ラジオ4 新聞13 その他



愛媛プロレス 2020年活動実績 訪問活動

62施設1720人 デイサービス、グループホーム、特別養護老人ホームなど



愛媛プロレス 2020年活動実績 訪問活動

訪 問 活 動 職 員 様 の 声

介護老人保健施設（デイサービス併設） 2019年5月訪問

普段レクなどに興味ない方がものすごく楽しみにしてくれていた。
多くの方が目をキラキラさせていた！！！

複数の施設を一日で回ってくれて、みんな大喜びしていた！
職員もプロレスラーの方と話すのははじめてであったが、丁寧に対応してくれて、
ファンになっていた職員もいた！

サービス付き高齢者向け住宅 2019年10月訪問

ほぼ入居者全員にお姫様抱っこをしてくれて、体力がすごいと思った！
介護とは違う、肌と肌おふれあいに、ものすごくエネルギーをもらえていると感じた！

介護付き有料・グループホーム 2019年2月訪問



地域活性への取り組み



入団条件は「愛媛県に住民票」

愛媛プロレス地域活性への取り組み

ス ポ ー ツ 団 体 で 全 国 初 の “ 定 住 ・ 移 住 促 進 ” へ の 試 み

販売グッズは愛媛県産
今 治 産 タ オ ル 、 し ょ う が サ イ ダ ー な ど グ ッ ズ は 愛 媛 県 の パ ー ト ナ ー 企 業 様 と コ ラ ボ 販 売

地域イベントへの参加
お祭りや施設への訪問活動ボランティア活動に積極的に参加している

小学生以下のお子様は年中観戦無料！
お子様にこそ見せたいエンターテインメントをご提供しています



ボランティア活動

愛媛プロレス地域活性への取り組み

2018年 西日本豪雨災害の際には翌日から100日支援活動を達成



地域PRへのこだわり



①所属レスラーのリングネームが「ご当地ご真ん中」
（例）石槌山太郎、牛神ウシオニ・キング、凡人パルプ、道後タッグ

②チャンピオンベルトは砥部焼と、愛媛杉！

③県外試合へ積極的に参戦

④メディアへの積極出演

愛媛プロレス地域PRへのこだわり

シングルベルトのバックル部分は砥部焼、タッグベルトは愛媛杉。革の部分は愛媛県の職人による手作り。

2018年は24回の参戦、2019は28回の参戦（2019年11月5日時点）。東京、大阪、滋賀、香川、広島、島根、福岡、大分など

「水曜日のダウンタウン」「NHK全国失敗大賞」「千鳥のロコスタ」ユーチューバー「レペゼン地球」「朝倉未来」などとコラボ



所属選手・練習生



愛媛プロレス所属選手・練習生

出身：松山市
身長・体重：非公開
スリーサイズ：90・60・90
生年月日：非公開
得意技：ハイキック、ラ・マヒストラル
趣味：トレーニング

>>メディア出演

【Yahoo!ニュース】愛媛プロレスいざ発進 4月に旗揚げ戦
【Yahoo!ニュース】愛媛プロレス初陣 松山・大技披露に観客沸く
【愛媛Komachi】愛媛プロレス掲載
【あいテレビ】“キャッチあい”
【テレビ愛媛】“みんなのニュースえひめ”
【NHK】“ひめポン”
【NHK】“帰って来たデメキン” （中四国放映ドラマ）

野呂佳代さん、フルーツポンチ村上さんと共演
【産経ニュース】セクシーレスラーも地元を応援
【ミリオンジャック】キューティエリー紹介記事
【日本テレビ】“oha！４”
【日本テレビ】“News ZERO”
【テレビ愛媛】“ほーなん”遅く起きた朝ごはん
【TBS】“水曜日のダウンタウン”
【exciteニュース】女性プロレスラーが土俵に上がる
【NHK】“NHK杯 輝け！全日本大失敗選手権大会

～みんながでるテレビ～”
【テレビ愛媛】“バンビーナイト”
【南海放送】“和牛のＡ4ランクを召し上がれ！”
【ミリオンジャック】愛媛プロレスコラボ雑誌企画
【NHK】南予を元気に！災害復興支援大会
【日本経済新聞】“伊予振興リングにかける”
【NHK】南予支援活動
【全農えひめ広報誌「あぐりーど」】寄稿
【愛媛新聞】伊予観光大使就任について掲載
【読売新聞】伊予観光大使就任について掲載 他

愛媛プロレス代表 キューティエリー・ザ・エヒメ
愛媛産には愛がある 愛がいっぱい

～主な経歴～
2016年4月2日愛媛プロレスを旗上げ
全国でも類を見ないプロレス団体女性代表に就任。
プロレスで愛媛を元気に！を理念に30名の団員を率いる。
女性の社会進出・エンパワーメントの活動も行っている。
2018年9月、伊予観光大使就任。
2019年1月、松山西警察署 一日警察署長
愛媛を更に盛り上げる為、PR活動に勤しんでいる。
“地域活性”“マネージメント”“PE術”で講演実績多数。

愛媛県観光⼤使



愛媛プロレス所属選手・練習生

出身 松山市小野
身長 177ｃｍ
体重 85ｋｇ
生年月日 1999年2月24日
デビュー戦 2016年10月15日
得意技 しまなみドライバー

ライジング・ライジング
四国統一ヘビー級王者 ※2020年8月時点
趣味 モノマネ

若干19歳にして初代四国統一タッグチャンピオ
ンとなる。リングでは強気なファイトスタイル
だが普段はシャイで口下手。そのギャップに悩
殺されるファンが多い。

～メディア出演～
【NHK】“帰って来たデメキン” （中四国放映ドラマ）
野呂佳代さん、フルーツポンチ村上さんと共演
【NHK】“NHK杯 輝け！全日本大失敗選手権大会
～みんながでるテレビ～”
【週刊プロレス】“選手名鑑”

ライジングHAYATO
伊予の閃光

出身 広島県
身長 1,982ｍ（西日本最高峰）
体重 計測不能
生年月日 不明
デビュー戦 2018年9月17日
（プロレスリング・ノア提供試合）
※バッファロー吉田としては
2016年10月15日
得意技 石鎚山太郎ボム

愛媛プロレスきってのパワーファイター。
愛媛プロレスに留まる為、愛媛県永住を決意。
女性が大好きだが、ファンには年配男性が多い。

～メディア出演～
【日本テレビ】“oha！４”
【日本テレビ】“News ZERO”
【NHK】“ひめポン”
【FM愛媛】「ニンジニアネットワーク

NEXT HEROS from EHIME」
【RNB南海放送】“ハッピーコンビの “

俺たちはここにいる！”他

石鎚山太郎
ヤッホー！霊峰！恋する胸筋！

⻄条市

松⼭市
愛媛県観光⼤使



“宇和島のガイヤー”
牛神ウシオニ・キング
出身 宇和島市
身長 182ｃｍ
体重 105ｋｇ
生年月日 非公開
デビュー戦 2017年2月19日
得意技 かみつき、ガイヤダイビング
趣味 闘牛観戦
愛媛県の南に位置する、宇和島市に、
古くから伝わる牛鬼伝説。 伝説から時
を経て現代に蘇った牛鬼の化身。 ウシ
オニの兜、たなびくたてがみ、鋭い角、
という堂々たる風貌で「がいやっ」と
雄叫びをあげ入場する姿は圧巻。 また、
牛鬼に頭を噛まれると頭が良くなると
いう言い伝えの通り、 ウシオニキング
もリング上でよく相手レスラーに噛み
つく。

“松山のラストサムライ”
マツヤマ・ウォリアー
出身 松山市
身長 181ｃｍ
体重 110ｋｇ
生年月日 非公開
デビュー戦 2016年10月15日
得意技 ロックボトム
趣味 喧嘩神輿観戦

愛媛県松山市の秋祭りにおいて「もて
こい！もてこい！」の掛け声とともに
神輿（みこし）同士をぶつけ合う鉢合
わせ。 神輿守と呼ばれる勇壮な担ぎ手
が、鉢合わせを全国に広めるためにマ
スクマンに。 マスクの額とロングガウ
ンには、神輿守の法被に描かれる武神
のシンボル「巴紋（ともえもん）」を
施している。 あらゆる格闘技に精通し
ている有名な格闘家という噂も。

宇和島市

松⼭市



“ハングリーアングリー”
メイプル・グリズリー
出身 カナダ
身長 182ｃｍ
体重 130ｋｇ
デビュー戦 2019年11月10日
得意技 ベアクロー、ベアハッグ

普段は明るく大人しいがお腹が減ると凶暴にな
る。メイプルシロップをあげると大人しくなる

“八幡浜のハリケーンキッカー”
ジャコ天☆KID
出身 大洲市（八幡浜市在住）
身長 188㎝
体重 87.5㎏
デビュー戦 2020年9月27日
得意技 蹴り各種

色白で容姿端麗だが、リング上では、時折狂気
を見せ、相手を攻め立てる。凡人パルプを兄貴
と慕い尊敬している。

カナダ

⼋幡浜市



“COLD BLUE”
KURUSHIMA
村上水軍の怨念から生ま
れたレスラー。元「にし
はらくん。」として人気
を博したが、来島海峡で
秘密特訓中、海に落ち、
陸に上がって来たときに
はKURUSHIMAへと変貌
を遂げていた。

“リボーンペーパー”
KOSHI
リサイクルセンターから
生ま れたレスラー。その
恵まれた体格から繰り出
される技は強烈。凡人パ
ルプと「紙ーズ」という
ユニットを組んでいたが、
2020年2月29日に伊予魔
神軍に再加入。

“柑橘の奇術師”
ブラッディ・オレンジ
摘果されたみかんの怨念
から生まれた。選手とし
てリングに上がることは
無いが、withとして伊予
魔神軍を支える。謎に満
ちた存在。

愛媛の特産物をすべて
手中におさめようとしている
ヒールユニット

四国中央市

来島海峡

松⼭市



“しこちゅうの死紙”
凡人パルプ

愛媛県で無駄使いされたティッシュの怨
念から生まれたレスラー。頭のティッ
シュが無くなると弱くなる。小ズルい性
格で、いつも反則して勝とうとするがほ
ぼ失敗する。KOSHIと「紙ーズ」とい
うユニットを組んでいたが、2020年2
月29日にKOSHIが伊予魔神軍に再加入
し、事実上の「紙ーズ」解散

2019年4月 四国中央市観光大使
2020年2月 KOS無差別級王者

（UDONプロレス）
2020年7月 四国統一ヘビー級王者

“千のタオルを持つ男”
イマバリタオル・マスカラス
身長 不明
体重 不明
デビュー日 2019年5月12日
得意技 ダイビングタオルアタック

今治市出身、メキシコ育ち。
小柄な体型だがスピードと空
中殺法で相手を翻弄する。退
団マッチで敗れ退団した練
習生木村優介と噂されている
が本人は否定している。

四国中央市 今治市

四国中央市観光⼤使

身長 180cm
体重 80kg
得意技 熨斗紙(のしがみ)

シコティッシュアタック
趣味 ティッシュのアイロンがけ



愛媛県にある日本で唯一「鬼」という
文字が入るまち「鬼北町」。そこの、
「森の三角帽子」に住む鬼、鬼王丸。
手には金棒、肩には特産品のキジが
乗っている。一見恐ろしい風貌だが、
曲がった事を嫌う正義の鬼として鬼北
では町民から愛されている。そんな鬼
王丸が、レスラーとなって、愛媛プロ
レスのリングで活躍している。剛腕、
剛脚から豪快な技を繰り出す。また、
日吉夢産地にいる、やたらセクシーな
鬼王丸のお母さん、柚鬼媛も人気。

“新町商店街のイケ麺”
黒潮ちゃんぽん二郎
身長 184ｃｍ
体重 88ｋｇ
生年月日 非公開
デビュー戦 2017年7月30日
得意技 ちゃんぽんスプラッシュ
趣味 ちゃんぽん食べ歩き

愛媛県の西端にある佐田岬半島の付け根にあ
る、ちゃんぽんで有名なまち、八幡浜市。
その八幡浜市にある新町商店街から生まれた
のが、「黒潮ちゃんぽん二郎」。
新町商店街と八幡浜ちゃんぽんを世界に広め
ることを使命としている。
リングの上で、突然ちゃんぽんを食べだし、
不思議な空気感を作ってしまうことも。
匂いを嗅いだだけで、どこのお店のちゃんぽ
んか分かるという特技を持っている。
また、WRESTLE-1（プロレス団体）の黒潮
イケメン二郎をリスペクトしており、風貌もか
なり似ている。

⼋幡浜市⻤北町

“真を貫く正義の鬼”
鬼王丸
身長 5ｍ※レスラー時178ｃｍ
体重 700㎏※レスラー時100ｋｇ
生年月日 非公開
デビュー戦 2017年4月22日
得意技 鬼北ランチャー、金棒トルネード
趣味 きじ鍋巡り



愛媛県の「いよかん幼稚園」に通
う5歳児。頭が大きくてお友達か
らいじめられる日々。
弱くて何もできない自分を変えた
くて、プロレスを始めた。
頭の間取りが外れると、覚醒モー
ドに突入する。また、プロレス
ラーとして初のゆるキャラグラン
プリにも出場している。そんな間
取り太郎くんの夢は、ヒーローに
なること。強くなってみんなを笑
顔に変えたい。

身長 179ｃｍ
体重 91ｋｇ
生年月日 非公開
デビュー戦 2017年2月19日
得意技 ヒップアタック、キスパンバスター
趣味 ボウリング、麻雀、カラオケ、温泉

愛媛県松山市のアミューズ
メント施設【キスケBOX】
を守る正義のヒーローだが、
おっちょこちょいな性格で、
よくつまづいたり、こける。
また、入場時には踊りなが
ら入浴剤をまく姿が可愛い
と、子供に人気。

“ご当地界最弱の革命児”
間取り太郎

身長 309ｃｍ
体重 39ｋｇ
年齢 5歳
デビュー戦 2016年4月2日
得意技 ドロップキック
趣味 物件の内覧

株式会社三福ホールディングス キスケ株式会社

“楽しさ100倍”
キスパンマン

企業レスラー
企業レスラー



パフォーマンスご案内



「プロレスで愛媛を元気に！」がコンセプト

“地元まちおこしイベントを盛り上げたい”
”イベント・忘年会を盛り上げたい”

商店街のお祭りや企業イベント、学園祭、結婚式などもOK

イベント出演や、ご当地マスクマンのプロデュースなど
ご要望に沿ったイベントを開催いたします。

どんなご要望にも、プロレスラーが全力でお応えします
まずは、ご相談ください

パフォーマンスご案内



①リング持ち込みパフォーマンス

②路上プロレスパフォーマンス

③イベント出演

④講演・セミナー

⑤オリジナルレスラー制作

⑥リングレンタル



①リング持ち込みパフォーマンス

広場に、駐車場に、商業施設内に、ホテルの宴会場に！
リングを持ち込み、プロレスラーたちが圧巻のパフォーマンス！！

フルパッケージ

※会場・⾳響設備・客席の準備は主催者様にお願いしております。

2時間〜2時間30分

4試合＋交流イベント（⼆部制）

約10名〜

⾒積別紙にて提出

45分〜1時間30分

2〜3試合＋交流イベント

約4名〜 約2名〜

1試合＋交流イベント

30分程度〇所有時間

〇内容

〇出場選⼿

〇価格(税抜)

基本パッケージ ハーフパッケージ

〇その他



②路上プロレスパフォーマンス

リングがないところでプロレスラーたちがパフォーマンス？！
サプライズ感たっぷりに、“笑い”“驚き”
まさに笑撃な時間をお届けします！

フルパッケージ

※会場・⾳響設備・客席の準備は主催者様にお願いしております。

〇所有時間

〇内容

〇出場選⼿

〇価格(税抜)

基本パッケージ

〇その他 リングアナ1名、レフェリー1名、⾳響スタッフ1名、テント・バックパネル持参

20〜30分

2〜3試合

6名〜

10〜20分

1〜2試合

4名〜

⾒積別紙にて提出



③イベント出演

各種イベントにプロレスラーが現れて盛り上げます！
颯爽とプロレスラーが会場に登場し、イベントでのゲスト出演や
お祝い・宴・ステージのゲストやサプライズに人気!

※会場・⾳響設備・客席の準備は主催者様にお願いしております。

〇所有時間

〇内容

〇出場選⼿

〇価格(税抜)

〇その他

10分～

要相談

要相談

見積別紙提出

イベント出演



④講演・セミナー

代表キューティエリーが、“地域活性への想い”“人の心に残るPR”
“プロレスに学ぶブランディング”等多彩なジャンルにわたってお話しします。
才色兼備マスクウーマン、ぜひ呼んでみませんか？

※会場・⾳響設備・客席の準備は主催者様にお願いしております。

〇所有時間

〇内容

〇出場選⼿

〇価格(税抜)

〇その他

60分～

要相談

キューティエリー・ザ・エヒメ

見積別紙提出

講演・セミナー



⑤オリジナルレスラー

特産品等や観光地をモチーフにしたオリジナルマスクマンを企画します！
イベント終了後などは、愛媛プロレスのリングで活躍するレスラーになることも。
そのままご当地キャラクターとして地元で活用いただき、地元に元気と活力を！！

〇内容

〇価格(税抜)

要相談

見積別紙提出
間取り太郎

三福不動産の顔がリングで活躍
プロ選手と試合や動画出演も！

キスパンマン
キスケBOXキャラクターがレスラーに！
入浴剤を配るパフォマンスが人気！

⻤王丸
⻤北町からのご依頼で誕⽣した

リアル「⻤王丸」！

⿊潮ちゃんぽん⼆郎
⼋幡浜新町商店街×EPW
通称「⿊い商店街」レスラー！

地域オリジナル 企業オリジナル



⑥リングレンタル

愛媛プロレスのリングを貸出します。
各種格闘技、イベントのステージとしてレンタルします。

〇内容

〇価格(税抜)

要相談

見積別紙提出

リング (5m×5m)



パートナーご案内



①パートナーになると

②パートナー種別

1.オフィシャルパートナー

2.興行提供パートナー

3.サポートカンパニーパートナー

4.広告掲出パートナー

③各種パートナー特典

1.オリジナルレスラー

2.冠興行開催

3.サンプリング

4.CM

5.進呈

6.社名掲出



①パートナーになると

活動を応援いただけます！

ＣＳＲ活動の一環になります！

ＳＮＳで拡散します！

プロレスだけでなくボランティアや
訪問活動の力にもなります

興行を施設や地域に寄贈いただけます

オリジナルレスラーが企業情報などを
発信いたします

サンプリングをお手伝いします！ イベント会場などで商品・チラシの
サンプリングを行います



②パートナー種別

理念・活動に賛同いただき、年間50万円以上のご支援をくださるパートナーさま。
特典にはオリジナルレスラーの制作やイベント時のサンプリング、
冠興行の開催などもあり、社名の露出が非常に大きくなっております。

オフィシャルパートナー

1.オフィシャルパートナー



②パートナー種別

プラチナ ゴールド シルバー ブロンズ
300万円/年 200万円/年 100万円/年 50万円/年
オリジナルレスラー制作

冠興行開催 5回/年

広告
（自主興行CM・レスラーCM起用）

社名掲出
（横断幕、アドボード、全ポスター、WEB）

サンプリング（全興行）

進呈
（チケット10枚、パンフレット）

オリジナルレスラー制作

冠興行開催 3回/年

広告
（自主興行CM）

社名掲出
（横断幕、アドボード、全ポスター、WEB）

サンプリング（全興行）

進呈
（チケット5枚、パンフレット）

オリジナルレスラー制作

冠興行開催 1回/年

広告
（自主興行CM）

社名掲出
（横断幕、アドボード、全ポスター、WEB）

サンプリング（全興行）

進呈
（チケット3枚、パンフレット）

オリジナルレスラー制作

冠興行開催 なし

広告
（自主興行CM）

社名掲出
（アドボード、全ポスター、WEB）

サンプリング（全興行）

進呈
（チケット2枚、パンフレット）

1.オフィシャルパートナー



②パートナー種別

“○○○○社様プレゼンツ 特別興行” を様々な場所で行うことができます。
貴社イベントはもちろん、地域のお祭りや施設などへ提供いただくことで、ＣＳＲ活動の
一環になります。 ご希望の地域や施設ございましたらご案内させていただきます。

興行提供パートナー

2. 興行提供パートナー



②パートナー種別 2. 興行提供パートナー

興行提供
50万円/年

冠興行開催 1回/年

社名掲出
（アドボード、全ポスター、WEB）

進呈
（チケット1枚、パンフレット）

【実績①】

興行名 2018年 西日本豪雨災害 復興支援大会

提供

集客数 200人

後援 八幡浜市、八幡浜市教育委員会

【実績②】

興行名 2019年 大洲市復興支援大会

提供

集客数 250人

後援 大洲市、大洲市教育委員会



②パートナー種別

愛媛プロレスの理念・活動に賛同いただき、
年間3万円～10万円のご支援をくださるパートナー。
特典にはポスター・パンフレットなどの印刷物への社名掲出もございます。

サポートカンパニーパートナー

3. サポートカンパニーパートナー

ムーンサルトパートナー 6社
社会福祉法⼈泰⽃福祉会、株式会社⼆宮トーヨー住器 他

バックドロップパートナー 8社
株式会社アギスド他

逆エビ固めパートナー 15社
うな⼀他



②パートナー種別

ムーンサルト
10万円/年 5万円/年 3万円/年

社名掲出
アドボード
全ポスター
WEB
パンフレット

進呈
チケット1枚
パンフレット

3. サポートカンパニーパートナー

バックドロップ 逆エビ固め

社名掲出
アドボード
自主興行ポスター
WEB
パンフレット

進呈
チケット1枚
パンフレット

社名掲出
アドボード
ポスター掲出なし
WEB
パンフレット

進呈
チケット進呈なし
パンフレット



②パートナー種別

愛媛プロレスの理念・活動に賛同いただき、
リング周辺への社名を掲出いただくパートナー。
キャンパス、垂れ幕など様々な場所への社名掲出が可能でございます。

広告掲出パートナー

4. 広告掲出パートナー

キャンパス

垂れ幕 横断幕

コーナー



②パートナー種別

キャンパス
100万円/年

キャンパス
500cm×500cm

他社名掲出
全ポスター
WEB
パンフレット

進呈
チケット1枚
パンフレット

4. 広告掲出パートナー

垂れ幕全面
50万円/年

垂れ幕全面
80cm×500cm

他社名掲出
全ポスター
WEB
パンフレット

進呈
チケット1枚
パンフレット

垂れ幕半面
30万円/年

垂れ幕半面
80cm×250cm

他社名掲出
垂れ幕半面
全ポスター
WEB
パンフレット

進呈
チケット1枚
パンフレット

コーナー
30万円/年

コーナー
100cm×30cm

他社名掲出
コーナー１本
全ポスター
WEB
パンフレット

進呈
チケット1枚
パンフレット

横断幕
10万円/年

横断幕
90cm×170cm

他社名掲出
横断幕
全ポスター
WEB
パンフレット

進呈
チケット1枚
パンフレット



③各種パートナー特典

ご希望をヒアリングさせていた
だきオリジナルレスラーの制作
を行います。

(※デザイン・製作費別途) 

1. オリジナルレスラー

制 作 S N S参 戦
オリジナルレスラーは愛媛プロ
レス所属となり、各興行・イベ
ントへの参戦を行います。

※年間試合参戦数は別途取り決め

オリジナルレスラーのSNSを作
成いたします。

※SNSの運用に関しては別途取り決め



③各種パートナー特典

貴社名を冠したリング興行を、貴社イベントはもちろん、施設やお祭りなどで開催させてい
ただきます。試合後には交流イベント（写真撮影・プロレス教室レスラーと対決）も実施。2. 冠興行開催



③各種パートナー特典

全興行サンプリング
リング・路上の全イベントで配布

3. サンプリング 4. CM放映/出演 2. 各種進呈

自主興行サンプリング
年４回の自主興行で配布

自主興行CM放映
年４回の自主興行で放映

貴社CM出演
レスラーが貴社CMに出演

パンフレット
自主興行パンフレット進呈

自主興行チケット
自主興行チケット(スタンダード)進呈



③各種パートナー特典

6. 社名掲出

キャンパス
リング中央に社名
ロゴなどを掲出

コーナー
コーナーに社名
ロゴなどを掲出

垂れ幕
垂れ幕全面もしくは半面
に社名ロゴなどを掲出

横断幕
横断幕に社名ロ
ゴなどを掲出



③各種パートナー特典

6. 社名掲出

アドボード
会場入口に社名を掲出

自主興行ポスター
年４回ポスターに社名を掲出

自主興行パンフレット
年４回パンフレットに社名を掲出

WEBサイト
公式WEBサイトに社名を掲出

通年ポスター
通年ポスターに社名を掲出



サプライヤーご案内



サプライヤーご案内

貴社の商品やサービスを、愛媛プロレスイベントや選手にご提供いただけませんか？
イベントでの販促効果や、またSNS上などで選手が貴社の商品をPR致します！

【実績ご紹介】
●Pspo24（スポーツジム）様 愛媛プロレス選手が施設を無料利用可能
●ハタダ株式会社様 「金時のさぶ」サンプル配布無償提供
●キスケ株式会社様 「喜助の湯」入浴剤 ※キスパンマン選手、試合入場でお客様に配布
●整えるからだ様 愛媛プロレス選手の整体メンテナンスを半額提供
●株式会社カネコ様 イベント用クラッカーの無料提供


