


目的
世界のサッカーを見ても分かるように
どの強豪クラブチームにも
ブラジル人が活躍している。
ブラジルがサッカー大国と呼ばれる由縁は
層の厚さである。何百ものプロチームがあり
その頂点に立つのがセレソンである。
日本では実際プロと練習する機会は
ほとんど無いが、ブラジルでは
それが可能である

私達との出会いによって
実際プロと練習をして、
スピードやテクニック、メンタル面など
色々な事を学び、自分自身のレベルアップと
日本サッカー界のレベルアップの
底上げを担う。

また、語学を学び、世界の人々と
ふれあい、優れた行動力、理解力
の成長を助けるものとしての、



広い知識と豊かな心が持てる様に
力を注いでもらう。

条件
サッカーが上手になりたいと強く思う方。
サッカーに情熱を持っている方。
サッカーを大切に思う気持ちがある方



概要
１週間の短期留学から１年間の
長期留学までのサッカー留学を
サポート。個人留学から、団体合宿
留学まで、皆様に合った形態が
取れるのが特徴です。
私たちは皆様と
ブラジルの掛け橋になりたいと願って
います。留学後もクラブチームの紹介や
今後のアドバイス等色々と御相談に
のりサポートさせて頂きます。

サッカー留学研修の目的・目標は個人・
チームによって当然違います。留学・研修・
観光に関するご質問、御相談などお気軽に
お問い合わせ下さい。それぞれの目的、
目標に合ったプランを作成します。



環境

留学生はサンパウロ州にある
フッチボールクルービ
プリメイラカミーザにて研修します。
プリメイラカミーザは元ブラジル代表の
ロッキジュニオールが設立したチームで
ポンチノーヴァの留学生はこのチームに
滞在します。将来有望な若手選手が
日々、しのぎを削っています。
１０月中旬から１２月までは、プロ選手が
ほとんど居ない状況になりますが、
カテゴリーが下の選手や、ユースの
選手と一緒に練習をすることは出来ます。
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厳しい環境でも自分自身で切り開いて
行く事が出来ると思う方は、移動希望日の
約１週間前にその旨を伝え武者修行と
いう形で別クラブに移動する事が出来ます。
クラブとの交渉はもちろんポンチノーヴァ
が請け負います。現地スタッフは２週間に
一回チームを訪れて留学生の様子を
うかがいますが、武者修行ですので
大きなトラブルの際はポンチノーヴァが
協力しますが、基本的には自分で解決して
頂く形になるので、自分でトラブルを
解決して頂くだけの語学力・精神力・
行動力が必要になります。
クラブに移動したが練習にあまり参加
出来なかったり、練習試合が無い等の場合は
ポンチノーヴァからも要求はしますが、
必ずしも受け入れられるとは限りません。
別クラブからプリメイラカミーザに
戻ることも、もちろん可能です。

上の写真は現地スタッフのエジーニョが
プロクラブの監督をしていた時の写真です。

その他クラブ研修



うえの写真は研修期間中に
池田君（２００４年度研修）が新聞記事に
掲載された時の写真です。

チームは海まで１時間くらいです。
海も澄んでいて、とてもきれいです。



ブラジルのショッピングモールです。
マクドナルドなどもあります。

留学者はクラブチームの寮に入寮して
頂きます。食事は米と豆の



シチューのようなもの、ブラジルでは
フェジョンといいますが、それが主食
となります。他に肉やサラダが付きます。
下の写真はブラジルでの食事模様です。
このような形で盛ります。

ブラジルでの言語はポルトガル語に
なります。日本を発つ前に挨拶や
サッカーでよく使われる言葉は
覚えて行った方がよいでしょう。
ポルトガル語のテキストは覚えやすい
テキストがあるのでそのテキストを
差し上げますので、勉強してから行くと



向こうでの生活やコミュニケーションも
早く慣れるでしょう。

個人
平日はプロチームへ練習参加して頂きます。

土日はＢチームで試合参加も出来ます。
努力次第で、トップチームでの
試合出場も可能となります。



ブラジル人は皆気さくですぐに仲間
が出来ることでしょう。

プロ選手達と寝食を共にし、
サッカーに集中する事で、短期間で
レベルアップへつながると思います。

更に、ポルトガル語の習得にも
早く繋がると思います。
私達はチーム関係者と深いつながりを
持っているので、日本人だからという



ことはありません。ブラジル人と
同じ立場に立ってガチンコ勝負をし
レギュラーを勝ち取って下さい。

上の写真は２００５年度に
サントスと練習試合をした時の
ユニフォームですが、日本とブラジル
の国旗の上にＰＯＮＴＥ　ＮＯＶＡの
文字を入れました。
年に数回ビッククラブとの
練習試合を行っています。

団体
ブラジルのプロチームとの練習試合を
日程にもよりますが１～３試合組ませて
頂きます。プロチームの練習にも
参加して頂き、本場のサッカーが
体験できると思います。
その他、合宿場所の確保、練習場の確保
観光案内等、色々な事を私達が
サポートさせて頂きます。



留学費用

期間 留学費用¥ 傷害保険 航空費 手続き申請費 合計

１週間 103,000 5,000 160,000 20,000 288,000

２週間 153,000 6,000 160,000 20,000 339,000

３週間 205,000 7,000 160,000 20,000 392,000

１ヶ月 235,000 10,000 160,000 20,000 425,000

３ヶ月 675,000 25,000 160,000 20,000 880,000

６ヶ月 1,350,000 53,000 160,000 40,000 1,603,000

１年間 2,700,000 110,000 160,000 70,000 3,040,000

※ 上記料金は目安です。上記料金で変動の
あるものは、航空費です。

※ 航空費代は成田ーサンパウロ間の
往復料金です。

※ 上記料金に含まれているものは、
傷害保険、航空費、ビザ申請費に加え
ブラジルでの居住費、食費（朝･昼･夜）
練習費・練習場までの移動費、消費税です。

※ ３ヶ月以上の留学期間で、留学日より
１０日間の内に帰国を申し出た
お客様に限り、留学費用の３５％の
お金を返金します。



留意点

ａ） 留学生は基本的にクラブのスケジュールに
合わせて頂きます。

ｂ） 事件事故に関しては私達は一切の
責任を負いかねます。

ｃ） 私達はあくまでも皆様のサポート役です
自分自身の実力で、サッカーに
精進し、プロへの転身、レギュラー獲得
に精進して下さい。

Ｑ＆Ａ
　　　　　　　　　　　　　　　　

『ブラジル人とどうしても上手く

コミュニケーションが取れない。』

『ブラジルでの食がどうしても自分に合わない。』

『こんなはずではなかった。』

と言う方の為に、３ヶ月以上留学希望の方は

留学日より１０日間の内に申し出て頂ければ、留学費用の

３５％を返金いたします。

これにより長期留学がグンと身近なものになるでしょう。

寮に入って頂きます。あまりお勧めはしませんが

家を借りることも可能です。
その際は月３～４万円程度頂きます。



ブラジルでの言葉はポルトガル語です。英語はほとんど
通じません。ブラジル人はどんどん話し掛けてくるので
すぐに覚えることが出来ます。
分かりやすいポルトガル語の本があるので、出発前に
そちらを差し上げます。挨拶語やサッカーでよく使われる
言葉等は覚えて行った方が良いでしょう。

練習は火～金は１日２回、土曜日は軽い練習で
日曜日に公式戦が入ります。だいたい月曜日が休日です。
メニューとしては週のはじめに長距離のフィジカル、
中頃に短距離のフィジカル、その他基礎練習。
週に２回は紅白戦、試合前にはフォーメーション練習が
あります。

もちろんです。ブラジルまで行って日本人と練習したり、
一人で練習していては、何の為にブラジルに来たのか分かり
ません。ブラジル人と同じメニューをこなして頂きます。
自分で足りないと思う部分や補わなければいけないという所は
コーチや現地スタッフと共に練習していくことも必要です。

１日３食です。
朝はパンとコーヒーのみ、昼夜はフェジョンと米を中心に
それに肉、サラダ等が付きます。

今ブラジルではインターネットカフェが多くあり、事前に
無料電子メールサービス（自宅はもちろん外出先等で、ブラウザ
で手軽にメールが送受信できるＷＥＢメール）に登録しておけば
ブラジルから簡単にチェックし友達や家族と
いつもメールでやり取りが出来、寂しくなることも無いでしょう。
また、携帯電話を持つことも出来ます。携帯をもっていれば
今皆さんがお持ちの携帯電話から直接ブラジルの携帯電話へ
掛ける事が可能です。



ブラジルのサンパウロ州は多くの日本人が住む州で
日本食レストランがあります。スーパーによっては、
日本の食材を扱っているスーパーもあり、日本食が
恋しくなった時はいつでも食べることが出来ます。

日本からの荷物はサイズによっても違いますが
２週間位でブラジルに着きます。日本の雑誌や
ＣＤ衣類を日本から送って貰う事が出来ます。

ブラジルの治安は皆さんが思っているほど
悪くありません。日本でもそうですが夜中に新宿歌舞伎町を
歩くのと住み慣れた町を歩くのでは危険度が違うと思います。
夜歩かない方が良い場所や、危険な場所等は
現地スタッフに聞いて事前に避ければ、夜も
出歩くことは可能です。ちなみに私は夜中一人で
よく歩いてましたが何もおきませんでした。
運が良かったのでしょうか

休日は月曜日です。休日は友達と散歩したり、
ショッピングに行ったり自由に過ごしてください。
サンパウロ州選手権やブラジル選手権のような
トップレベルの試合を見に行くのも良いでしょう。
週に一度の休みなので心も体もリフレッシュして
新しい一週間に備えて下さい。

水道水は体質によっても違いますが、飲まない方が
良いでしょう。でも私は実際飲んでいましたが・・・

シャワーのみです。湯船はありません。
ブラジル人にはお風呂に入る習慣がありません。
しかしシャワーは１日３回くらい浴びます。
キレイ好きですね。



初めからついていけなくても、フィジカルトレーニングで
体を作り、実際にプロと一緒にトレーニングをする事により
そのプレッシャーに慣れ、すぐについていけるように
なるでしょう。

直行便だと約２４時間ですが、乗り換え便だと
待ち時間もあるので約３０時間でしょう。

練習の時にバスで移動することは無く、歩きで
５分程度ですが、休日に遊びに行く場合は、バスを使います。

もちろんです。チームから認められ、チームと契約し
サッカー選手として収入を得る為に長期のビザを取得すれば
公式戦にも出れます。また、土日にはＢチーム又は
アマチュアのチームで練習試合に出ることも可能です。

洗濯は練習着以外のものは自分で洗って頂きます。

練習着はチームが支給しますが、ブラジルのサッカー用品は
あまり質が良くないのでソックス等は違和感を感じるかも
しれません。その場合は自分の物を使用して下さい。

寮はだいたい４～６人部屋です。留学時に日本人留学生
がいれば日本人同士で入っても良いですし、
ブラジル人と入っても構いません。

日本と比べればだいぶ安いです。
オレンジが１５個で１００円位
パンが１個１０円位でしょうか



日本とは逆で夏が１１月～４月、冬が５月～１０月です。
北へ行くほど暑く、南へ行くほど涼しくなります。
サンパウロでは７月の一番寒い時に
１０度を少しきるくらいでしょう。

私達がお手伝いさせて頂きますので
難しいことはありません。

遠方の方は実費を振り込み頂きます。
ちなみにポンチノーヴァは神奈川県川崎市です。

プロのチームのオフシーズンは１０月から１２月です。
その時期に留学を希望する場合はプロとの練習が出来るチームを
確保できない場合があるので事前に確認して下さい。



スタッフ

大田
おおた

 孝司
たかし

日本で皆さんをサポート。
パスポート取得、ビザ申請、
航空券手配、ブラジルとの窓口、
帰国後のサポート、相談等
日本を拠点としています。

古川
ふるかわ

　宏人
ひろと

ブラジル・日本で皆さんをサポート。
ブラジル日本間を行き来します。
基本的にブラジルにいて、
皆さんのサポートをします。

エジーニョ

ブラジルで皆さんをサポート。
技術面のサポートから書類作成まで
色々な面で常にサポートします。


