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全会一致で楽天

野球

紙面記事

経営状況などで優位に

■楽天一場獲り

参入直

後に電撃訪問

格闘技

■最強イヌワシ軍団に
ひな壇に全球団のオー

一般

いきなり制度改革要求

ナーが並んだ。異例の光景

■全会一致で楽天

が問題の重大さと全会一致

状況などで優位に

を示していた。楽天参入を

芸能

■仙台市民大歓声

決議した実行委員会（議長

ぶり地元球団誕生

競馬

＝豊蔵セ・リーグ会長）、

■楽天２軍本拠地に岡山

レジャー

承認したオーナー会議（議

県が浮上

長＝巨人・滝鼻オーナー）

■堀江社長無念

とも「大して時間がかから

も再度の加盟申請も

なかった」（小池パ・リー

■ハム

グ会長）と差は明確だっ

を

た。

■ダイエー井口のメ

クルマ
社会

大阪
■プロ野球名鑑
■Ｊリーグ名鑑

巨人・滝鼻オーナー（左端）ら12球団のオーナー
が揃って会見

■タレント名鑑
■アテネ五輪
■04年度ミス日本
■05年度ミス日本
■PickUpアイドル

本拠地が同じ仙台で、観客動員、日程編成などから「両社とも認めるのは現
実的に不可能」（滝鼻議長）で「相対評価で比較論議した」（豊蔵議長）。そ
の結果「継続的・安定的経営が可能な経営体力のある企業という点で楽天が勝

■おくやみ
■栗山英樹公式HP
■ガーナに学校を
■スポニチ競馬
■ＳＰチャンネル
■＠ランダム
■スポニチメール

ジャー挑戦が３日決定
■コンベンションでシ
リーズ両監督が火花

大手監査法人の分析を含め、審査小委員会（委員長＝豊蔵セ・リーグ会長）

（１）では親会社の収益構造を比較。ライブドアが営業利益35億3000万円

―年―
―月―

（04年３月期）のうちイーファイナンス（ネット証券）が74％と収益源が１事

―日―

業に集中。楽天は71億500万円（04年６月中間期）のうちＥＣ事業（ネット通

―カテゴリー―

販）42％、金融事業38％。滝鼻議長は「楽天は収益の柱が２本ある。ライブド

検索

アは金融事業の業績変動が経営に影響する」と長期保有に不安が見えた。
小委員会のロッテ・瀬戸山代表が「最大の焦点」としたのが（５）だ。両社

■熟年の掲示板

とも球団赤字は親会社が補てんする方針。経常利益は楽天が145億円（04年12

■プラグイン

月・会社四季報予測値）、ライブドアが50億円（04年９月予測）。パ・リーグ

■Sponichi Plus

の経営現況から最大40億円の年間赤字を想定すると「利益の８割が消える」

■デジグラビア

（ロッテ・重光オーナー代行）と不安が強まった。

■ショッピング
■スポニチ市場
■毎日新聞

本拠地・宮城県営球場の改修を来春までに行うよう楽天に「誓約書」を取る
方針を確認し、50年ぶりとなる新球団を受け入れた。

野球MENU
【プロ野球】
■結果

≪審査項目≫審査小委員会が定めた審査項目は６項目。（１）参加申請書の ■チームデータ
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それで

１本釣り

記事検索
が設定した審査６項目のうち、２社の差が見えたのは（１）と（５）だった。

27年

ダルビッシュ

る」（滝鼻議長）と説明した。

■「あねっ娘通信」

経営

スポニチアネックス

野球

記事

妥当性。例えば球団経営の継続性や発展性（２）現行野球協約との整合性
■自動車保険比較
■アルバイト募集

■メンバー表

（３）専用球場等施設の能力、野球観客需要（４）選手、コーチ陣の確保の見
込み（５）親会社と球団の経営状況の分析（６）公共財としてふさわしい企
業、球団であるか。

■高校野球
■社会人
■大学野球

≪スーパーＷ杯構想で調整≫オーナー会議では「スーパー・ワールドカッ

■学童軟式野球

プ」開催構想について、アジア予選を実施した上で、06年３月の第１回大会開 ■日本代表
催を目標に、参加国・地域と調整していくことを確認した。日韓台中の４カ国
・地域のプロリーグの王者が覇権を争う「アジアチャンピオンズカップ（仮
称）」については来年秋に初開催した後、２年に１度のペースで行う案をまと
め、関係国・地域と交渉することになった。
また、根来コミッショナーが、ダイエーと福岡ドームを所有する米投資会社
コロニー・キャピタルとの興行権に関する契約内容などの調査報告を行った。
その中で、同コミッショナーは契約内容が野球協約に抵触するかの見解は示さ
ず、調査の継続を各オーナーに伝えた。この報告について、ダイエーの中内
オーナーは「協約には反していないが、精神に反している面があるということ
だった」と話した。【新規参入について書き込もう】

ニュースの詳細はスポーツニッポン新聞本紙をどうぞ。インターネットで 購読申し込み が可能です。
また24時間フリーダイヤル０１２０−４６１２−１０（読む人に一礼）でも受け付けています。
■会社案内｜■採用案内｜■イベント案内｜■ご意見｜■登山学校｜■購読申し込み｜■スポニチ広告局
Sponichi Annex に掲載の記事・写真・カット等の転載を禁じます。
すべての著作権はスポーツニッポン新聞東京本社と情報提供者に帰属します。
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堀江社長無念

野球

紙面記事

それでも再度の加盟申請も

■楽天一場獲り

参入直

後に電撃訪問

格闘技

■最強イヌワシ軍団に
ホリエモン、無念――。

一般

いきなり制度改革要求

新規参入の審査で落選した

■全会一致で楽天

ライブドアの堀江貴文社長

状況などで優位に

（32）は２日、宮城・仙台

芸能

■仙台市民大歓声

市内のホテルで会見を行っ

ぶり地元球団誕生

競馬

た。悔しさを押し隠しなが

■楽天２軍本拠地に岡山

レジャー

らも目は充血して真っ赤。

県が浮上

６月30日に近鉄買収に名乗

■堀江社長無念

りを上げてから125日、球界

も再度の加盟申請も

■プロ野球名鑑

に波紋を投げ掛けながらの

■ハム

■Ｊリーグ名鑑

戦いは「落選」という形で

クルマ
社会

大阪

■タレント名鑑
■アテネ五輪

宮城球場でテレビのインタビューを受けるライブ
ドア堀江社長

■05年度ミス日本
■PickUpアイドル

だった。これまでどんな時も自信満々だった堀江社長の口調には、寂しさがに

■「あねっ娘通信」

じみ出ていた。
「今後は草葉の陰から見守っていきます」。いつもと同じジャケットとノー
ネクタイ姿。努めて笑顔を見せたが、悔しさは隠し切れなかった。

■＠ランダム
■スポニチメール
■熟年の掲示板
■プラグイン
■Sponichi Plus
■デジグラビア
■ショッピング
■スポニチ市場
■毎日新聞

リーズ両監督が火花

―年―
―月―

「新球団おめでとうございます。長い間、球界再編問題をやりましたけど12

■ＳＰチャンネル

ダルビッシュ

記事検索

■ガーナに学校を
■スポニチ競馬

それで

■コンベンションでシ
心にポッカリと穴があいた。無念の落選。ＩＴ業界の風雲児の目はうつろ

■栗山英樹公式HP

27年

を １本釣り
ピリオドを打った。それでも悔しさから会見を自ら延長した堀江社長は、06年 ■ダイエー井口のメ
以降の再度の加盟申請の可能性も示唆した。
ジャー挑戦が３日決定

■04年度ミス日本

■おくやみ

経営

球団の維持、仙台に球団ができたことは良かったと思っています」

―日―
―カテゴリー―

悲報

が届いたのは午後４時18分。ホテルの部屋で待機していた熊谷副社

長のもとに、審査小委員会の豊蔵委員長から電話が入った。すぐさま堀江社長

検索

ら関係者はテレビをつけた。都内の本社には選考過程を網羅したファクス２枚
が届いたが、会見の模様を見て生の声で落選理由が知りたかった。納得できな
い。その思いだけだった。
「われわれには十分できる体力がある。オーナーには認めてもらえなかっ
た。１カ月の利益が100億ぐらいあれば良かったんですかね」
皮肉な口調にも悔しさがにじむ。広報担当が質疑応答の途中で会見を打ち切

野球MENU

を申し出た。近鉄 【プロ野球】
■結果
買収に名乗りを上げ、硬直した球界に一石を投じた。参入申請も楽天より先
■チームデータ
だった。あきらめきれない思いは、最初は「白紙」と語っていた06年以降の参
ろうとすると「いいよ。もうちょっとやる」と自ら

延長
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入について「野球みたいにデカいのには仕掛けが必要。入れるなら考えます。 ■メンバー表
■自動車保険比較

未来のことは誰も予測できない」との発言にもつながった。
■高校野球

■アルバイト募集

「応援してもらったのにすいません。落ちちゃいました…」。圧倒的な支持 ■社会人
を得ていた地元・仙台。ドラフト１巡目指名が濃厚だった東北・ダルビッシュ ■大学野球
には「見に行きたい。凄いらしい」とほれ込み、その一方で審査基準について ■学童軟式野球
「はっきりなるんですかねえ」と不安も口にしていた。球団名はフェニック

■日本代表

ス。不死鳥のように、堀江社長が再び球界に殴り込みをかける日が来るだろう
か。【新規参入について書き込もう】

ニュースの詳細はスポーツニッポン新聞本紙をどうぞ。インターネットで 購読申し込み が可能です。
また24時間フリーダイヤル０１２０−４６１２−１０（読む人に一礼）でも受け付けています。
■会社案内｜■採用案内｜■イベント案内｜■ご意見｜■登山学校｜■購読申し込み｜■スポニチ広告局
Sponichi Annex に掲載の記事・写真・カット等の転載を禁じます。
すべての著作権はスポーツニッポン新聞東京本社と情報提供者に帰属します。
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最強イヌワシ軍団に

野球

紙面記事

いきなり制度改革要求

■楽天一場獲り

参入直

後に電撃訪問

格闘技

■最強イヌワシ軍団に
50年ぶりに誕生した新規

一般

いきなり制度改革要求

参入球団「東北楽天ゴール

■全会一致で楽天

デンイーグルス」（通称・

状況などで優位に

楽天イーグルス、専用球場

芸能

■仙台市民大歓声

は県営宮城球場）。楽天の

ぶり地元球団誕生

競馬

三木谷浩史社長（39）は２

■楽天２軍本拠地に岡山

レジャー

日、都内のホテルで記者会

県が浮上

見を行い、合併新球団から

■堀江社長無念

のプロテクトを拒否する選

も再度の加盟申請も

手は外すように訴えた。さ

■ハム

■Ｊリーグ名鑑

らに新規参入球団のＦＡ制

を

■タレント名鑑

度の選手獲得枠と補償金の

■ダイエー井口のメ

クルマ
社会

大阪
■プロ野球名鑑

参入決定後の会見で握手する（左から）キーナー
トＧＭ、三木谷社長、田尾監督、井上顧問

経営
27年

それで

ダルビッシュ

１本釣り

■アテネ五輪

免除も要求。イヌワシ軍団を最強軍団とすべく、ＩＴ社長の所信表明は強烈

ジャー挑戦が３日決定

■04年度ミス日本

だった。

■コンベンションでシ

■05年度ミス日本
■PickUpアイドル

リーズ両監督が火花
無数のフラッシュに一瞬笑顔がはじけた三木谷社長は、すぐに口元を締め

■「あねっ娘通信」

た。９月24日の加盟申請から39日。激闘の末に勝ち取った新規参入正式承認だ

■おくやみ

けに、表情は使命感であふれていた。

■栗山英樹公式HP
■ガーナに学校を

「東北・仙台に日本に誇れる球団をつくり、プロ野球を変えるのがわれわれ

記事検索
―年―

のミッション。大企業にできなかった経営、新しい血を入れたことは決して間

―月―

違いでないということを示したい。４年で黒字化はできると思う」

―日―

■スポニチ競馬
■ＳＰチャンネル

朗報が飛び込んだのは午後４時55分。想定していた午後４時から長引いた決

■＠ランダム

定にも「参入を果たせなかった会社の分まで頑張らねばという責任感が強かっ

■スポニチメール

た」と語った。その思いは強いチームづくりのための分配ドラフト見直し要求

―カテゴリー―
検索

につながった。
■熟年の掲示板
■プラグイン
■Sponichi Plus
■デジグラビア
■ショッピング
■スポニチ市場
■毎日新聞
■自動車保険比較
■アルバイト募集

「分配ドラフトはそもそも11球団になった場合を想定してつくられたも
の。12球団に戻した経緯から、プロテクトも選手の意思を尊重するのが筋だと
思う」。４日にオリックスと近鉄の合併新球団のプロテクト25選手が決定す
る。その中で近鉄の岩隈、礒部らがプロテクトに難色。特に、岩隈は義理の父
である広橋氏が守備走塁コーチに就任。さらに小野投手コーチ、山下バッテ

野球MENU

リーコーチと岩隈を育てた恩師もスタッフに名を連ねた。三木谷社長は「私が 【プロ野球】
決めたわけじゃない」と話したが、受け入れ態勢は万全。制度上の改革は難し ■結果
いが、合併球団の意思次第でプロテクト選手から外すことはできる。強烈なけ ■チームデータ
■メンバー表
ん制球だった。
さらに新規参入球団の特例として「ＦＡの獲得制限（２人）は撤廃する制度 ■高校野球

http://www.sponichi.co.jp/baseball/kiji/2004/11/03/02.html (1/2) [2004/11/03 22:41:00]
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野球

記事

を導入すべき」と三木谷社長。同席した田尾監督も「ＦＡの補償金をなくして ■社会人
ほしい」と話し、キーナートＧＭも「エクスパンションドラフト実施を」と続 ■大学野球
くなど、強いイヌワシ軍団形成へ３首脳は並々ならぬ決意を示した。
「僕は野球界のしがらみがない。ストレートに考えていることをぶつけてい

■学童軟式野球
■日本代表

きたい」と三木谷社長は言った。スピードをモットーに急速に業容を拡大した
本業と同じく、球界改革にどん欲に取り組む覚悟だ。
≪横浜中村移籍も≫楽天に、横浜の中村が移籍する可能性が出てきた。楽天
は経験豊富な中村を正捕手候補にリストアップ。今季出場機会が激減した中村
も横浜の３年契約が切れるため、移籍に支障はないとみられる。中村は85年に
京都・花園からドラフト１位で中日に入団。リーグを代表する捕手として活躍
し、02年から横浜でプレー。20年目の今季は相川の成長で44試合の出場にとど
まった。【新規参入について書き込もう】

ニュースの詳細はスポーツニッポン新聞本紙をどうぞ。インターネットで 購読申し込み が可能です。
また24時間フリーダイヤル０１２０−４６１２−１０（読む人に一礼）でも受け付けています。
■会社案内｜■採用案内｜■イベント案内｜■ご意見｜■登山学校｜■購読申し込み｜■スポニチ広告局
Sponichi Annex に掲載の記事・写真・カット等の転載を禁じます。
すべての著作権はスポーツニッポン新聞東京本社と情報提供者に帰属します。

http://www.sponichi.co.jp/baseball/kiji/2004/11/03/02.html (2/2) [2004/11/03 22:41:00]

The Japan Times Online

Wednesday, November 3, 2004

Rakuten awarded pro baseball team
SPORTS

LIFE

MOVIES MUSIC
- Subscribe
Home
News
Business
Sports
- Sumo
Movie reviews
- Listings
- Maps
Music
Life in Japan
- Popular culture
- Media
- Education
- Travel
- Environment
- Gourmet
Art
- Books
- Photography
- Dance
- Theater
- Crafts
Op-Ed
- Letters
Cartoons
Weekly round up
Festivals
Cabinet profiles
Links
News calendar

The Associated Press

Rakuten was one of two Japanese Internet companies applying to enter Japanese
professional baseball next season after the merger of the Orix BlueWave and the
Kintetsu Buffaloes led to a reduction in the number of teams in the Pacific League
from six to five.
It will be the first entry of a new team,
excluding cases of mergers or acquisitions,
since the creation of the now-defunct
Takahashi Unions in the Pacific League in
1954.
"I'm delighted with today's decision," said
Rakuten team general manager Marty
Kuehnert. "We'll make every effort to put
together the best possible team."
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Rakuten president Hiroshi Mikitani (left) and
new team manager Yasushi Tao attend a news
conference at a Tokyo hotel on Tuesday after the
Internet shopping mall won the right to form a
new Pacific League team.

Representatives of 12 Japanese ball clubs,
including the BlueWave and the Buffaloes,
approved Rakuten after looking into a report submitted last Friday by a screening
panel set up by Japan professional baseball.

Rakuten was considered the favorite over rival Internet services company Livedoor.
Rakuten president Hiroshi Mikitani has connections in established Japanese
business circles and operates J. League team Vissel Kobe through a separate
company.
The merger of the BlueWave and the Buffaloes occurred because both teams were
losing money due to lagging attendance and rising player salaries.
After the merger was approved by the owners, Japan's professional players staged a
two-day strike in September, the first in the history of the sport here.
The players vowed to stage no further work stoppages when management agreed to
allow a new team to enter the professional league for the 2005 season.
The Tohoku Rakuten Golden Eagles will play in the Pacific League and will be
based in Sendai.
Kuehnert, the first American general manager in Japanese professional baseball,
said the team will select 40 players from a dispersal draft of players not protected
by the BlueWave and Buffaloes when they merge.
"We have a great organization in place," added Kuehnert. "We'll have a team by the
end of this year. After the dispersal draft, we'll look to the Nov. 17 amateur draft
and then to free agents and foreign players."
The team is expected to play most of its games at Miyagi Prefectural Stadium in
Sendai.
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Mikitani and Kuehnert are expected to bring new life to Japan's tradition-bound
baseball world, which has suffered from lagging popularity in recent years.
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The team will also benefit from the introduction of interleague play for the 2005
season. For the first time in the history of the two-league system, Pacific League
teams will be able to take advantage of the overwhelming popularity of the Central
League's Yomiuri Giants.
Rakuten has tapped baseball commentator Yasushi Tao as manager of its team. Tao
had stints with the Chunichi Dragons, Seibu Lions and Hanshin Tigers in his
playing career.
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