


ジェフユナイテッドアンセム

クラブ理念

アンセムに込めた想い

理念体系、概要

クラブビジョン

ジェフユナイテッドライフの
輪を広げる

ジェフユナイテッドアンセムを貫く
大切な三つの言葉
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p.

p.

p.

p.

p.

p.

2

5

5～7

9

8

10

ジェフスピリッツ

WIN BY ALL!

p.

p.

p.

1 1

1 2

13 ,14回想：ジェフユナイテッドライフに
託した想い

～4

～ ～クラブ・フィロソフィー



～

2

ジェフユナイテッドの理念体系

クラブ理念
私たちの存在理由

クラブビジョン
私たちが実現する価値

ジェフスピリッツ
クラブ理念・ビジョンを
体現する私たちの実践と

その精神

～ ～クラブ・フィロソフィー

WIN BY ALL!



クラブビジョン

ジェフユナイテッドの
エンブレムを世界に輝かせる

ジェフユナイテッドライフの輪を
広げる

市原・千葉とともに地域の価値を
創造する

クラブ理念

フットボールの力で

心をつなぎ

セカイに彩りを

PHILOSOPHY
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宣誓文

真摯

挑戦

つなぐ

クラブと地域

ダイバーシティ

育成

感動

一人ひとりの個性を尊重し、多様な視点を活かして強いクラブを
つくります

日々“ワクワク”を追い求め、期待を超える感動をつくります

人を大切にし、人を育てる風土をつくり続けます

市原・千葉の市民であるクラブとして地域の課題に一緒に取り組
みます

人と人をつなぐ架け橋となり、誰もが参加できるコミュニティを
つくります

自由な発想と行動で未来を切り拓きます

情熱を持ってひたむきに最善を尽くします

私たちはクラブの理念に賛同し、リスペクトとフェアプレーの精神を
大切にし、常にクラブの価値を高めるために行動します

ジェフスピリッツ

SPIRITS
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アンセムに込めた想い

ジェフユナイテッドアンセムを貫く
大切な三つの言葉

ジェフユナイテッドアンセムの理念体系を見ていく上で私たちが大切にする三つの
言葉があります。

FOOTBALL UNITED 育成
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ジェフユナイテッドの理念体系を語るこの小冊子には 「ジェフユナイテッドアンセム」
という名前が冠せられました。 National Anthem は国歌のことであり、オリンピック
には Olympic Anthem、FIFA には FIFA Anthem があります。
選手と人々は自らが一員であるコミュニティに誇りを持ち、 そこを代表する意識で
アンセムを歌い上げます。

ジェフユナイテッドアンセムは、 ジェフで活動する全てのメンバーが、 ジェフを誇りに
想い、ジェフを代表して行動することを願い、命名されました。



私たちはフットボールという最高のスポーツに出会い、フットボールというフィールドで
プロフェッショナルとして仕事をすることができる喜びを共有しています。

フットボールには無限の可能性があります。

フットボールは人々の生活を楽しくし、 地域を元気にし、 社会を幸せにし、 世界の
コミュニケーションを素晴らしいものにすることができます。
フットボールは手に汗握るエンターテイメントであり、 最高の技能が繰り広げられる
芸術でもあります。

フットボールは世界の共通語です。地球の裏側に行った子どもたちも、ボール一つあれば
その地の子どもたちと共に遊び、友達になることができます。
世界中のどこの街を訪ねても、 そこにはフットボールを愛するファンがいてワールド
カップの思い出や地元のクラブの話に花が咲きます。
こんなスポーツはフットボールをおいて他にありません。

私たちジェフユナイテッドはフットボールの無限の可能性を信じ、追求します。

FOOTBALL
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1991年１月にファンの皆様からの公募でジェフユナイテッドという私たちのクラブ名が
決まりました。
「結束した」「団結した」「一体化した」。このような意味をもつユナイテッド。ジェフユナ
イテッドとして歩み続けた30年の中でユナイテッドという言葉は私たちの大切な価値観
として育ちました。

私たちはスタジアムで、 ホームタウンで、 遠征先等でフットボールに携わる多くの人々との
出会いを通じて、 人と人が結びつき、 「ユナイテッドする場」が生まれた時の連帯感、
喜びを分かち合う気持ち、 そしてお互いがお互いを思いやる優しい感覚を経験して
きました。
私たちの全ての活動に「ユナイテッド」の素晴らしさを拡げていきたいと考えています。

「育成のジェフ」 という呼び方でジェフが語られることがあります。 ジェフのアカデ
ミーからＪリーグで活躍する選手がどんどん出て、彼らが日本代表でも大活躍した時代に
そう呼ばれたのがきっかけです。しかし、 クラブの歴史を振り返る時、 「育成のジェフ」は
そこにとどまらない意味があります。

ジェフは古河電工サッカー部時代から、 アスリートのみならず、 日本サッカー界を牽引
するリーダーを数多く育成し、 輩出してきました。一方で、 私たちは地域に入り込み草
の根レベルでサッカーを教える人材も同じくらい大切であると信じ、 指導人材の育成を
継続してきました。

「育成」は私たちジェフユナイテッドの生き方であり、これからも大切に守り育てて行く
私たちの自画像です。

UNITED

育成
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フットボールは懐が広くそして深いスポーツです。私たちはフットボールの力がもつ
無限の可能性を追求します。
私たちはフットボールの魅力を求心力にして、人と人の心をつなぐハブになります。
そうすることでセカイを豊かに彩ります。

当クラブ理念では、 地理的な広がりを表す 「世界」 と区別するためにあえてカタカナの
「セカイ」という表現を使っています。
もちろん「世界」もセカイの一つでありますが、 私たちの目の前に広がる光景、 私たちが
日々過ごす日常、共に暮らす家族、お付き合いしている友人関係、そしてファンの皆様が
集うスタジアムもセカイです。さらに心の中に宿している未来への夢や想像力の産物
である物語もセカイと言うことができます。

フットボールの魅力を追求し、人の心をつなぐことによって人々のセカイを色彩豊かな
ものにしていきます。

クラブ理念

フットボールの力で

クラブ理念をこう読む

クラブ理念は私たちの存在理由であり、最上位の意思決定基準です。重大な判断が必要な時、
まずはクラブ理念に立ち返って考えてみてください。クラブ理念は私たちがジェフユナイ
テッドで仕事をする意義を明確に示す道標です。

PHILOSOPHY

心をつなぎ

セカイに彩りを
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ジェフユナイテッドのエンブレムを世界に輝かせる

ジェフユナイテッドライフの輪を広げる

市原・千葉とともに地域の価値を創造する

クラブビジョンは私たちが実現する価値です。そして 「フットボールの力で心をつなぎ
セカイに 彩りを」 というクラブ理念に挑戦し続けた先にある私たちが目指すべき将来像を
表現したものです。

私たちはスポーツビジネスのプロフェッショナルとしての自覚を
もち、ジェフエンブレムを世界に輝かせることに挑戦し続けます。

クラブビジョンをこう読む

ジェフユナイテッドのエンブレムを
世界に輝かせる

世界の強豪クラブチームと堂々と渡り合える強いチームをつくる

競技と運営のどちらの側からも世界に通用する人材を育成する

フクアリをおもてなしにあふれた世界で一番優しいスタジアムにする

J リーグ、WE リーグで積極的にイニシアティブをとり、
世界の人々が憧れる魅力的なリーグをつくる

地域に根差したフットボールクラブとして市原・千葉に世界に
誇れるスポーツ文化を醸成する

フクアリをエンターテイメントにあふれた世界で一番楽しいスタジアムにする
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クラブビジョン



このような夢を実現するために、 私たちはプロフェッショナルとして研鑽を重ねて
世界に通用する人材に成長しなければなりません。
そうしてこれらの夢を実現できた時、ジェフユナイテッドのエンブレムは世界に輝きを
放つのです。

それは「ジェフのある生活」のことです。私たちは「ジェフのある生活」を通して「人々に
元気、 楽しみ、 幸せを感じて頂けるクラブ」を目指してきました。さらに今後、 ジェフユ
ナイテッドライフの輪を広げるために 「ジェフがハブになってつくる 『ユナイテッド
する場』をつくる」ことに積極的に取り組みます。
フットボールを離れて、 ジェフが主導するボランティア活動、 地域の方々と協力した街づ
くりなどもユナイテッドする場であり、ジェフユナイテッドライフです。

私たちはジェフユナイテッドライフの輪を広げて、 ジェフコミュニティに多様な人々を
受け容れ、楽しんで頂き、彩り豊かなセカイをつくっていく決意です。

市原・千葉は私たちのホームタウンです。そして私たちは市原・千葉の市民であるク
ラブです。市原・千葉の支えがあって今の私たちがあることの感謝を常に胸に刻んで
行動します。
そして同じ街に生きるクラブとして、 市原・千葉の人々と喜びも悲しみも共有します。
そういう共生感を大切にしながら、私たちは市原・千葉で暮らす人々、地域の行政、企業、
学校、商店街、町内会等を担う人々と共に、地域の価値の創造に取り組みます。
ジェフユナイテッドのエンブレムを輝かせるための挑戦も、ジェフユナイテッドライフの
輪を広げる活動も、地域の方々と同じ夢を描いて共に歩み、地域の価値の創造につなげて
いきます。

ジェフユナイテッドライフの
輪を広げる

市原・千葉とともに地域の価値を
創造する
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ジェフユナイテッドライフとは何か。



ジェフユナイテッドに関わる全ての選手、監督、コーチ、経営者、スタッフ、ボランティアは
クラブの理念に賛同することによってジェフのメンバーシップを得ます。

宣誓文
私たちはクラブの理念に賛同し、
リスペクトとフェアプレーの精神を大切にし、
常にクラブの価値を高めるために行動します

真摯 情熱を持ってひたむきに最善を尽くします

挑戦 挑戦 自由な発想と行動で未来を切り拓きます

つなぐ 人と人をつなぐ架け橋となり、 誰もが参加できるコ
ミュニティをつくります

クラブと地域 市原・千葉の市民であるクラブとして地域の課題に
一緒に取り組みます

ダイバーシティ 一人ひとりの個性を尊重し、 多様な視点を活かして
強いクラブをつくります

人を大切にし、人を育てる風土をつくり続けます

感動 日々 “ワクワク” を追い求め、 期待を超える感動を
つくります

ジェフスピリッツをこう読む

ジェフスピリッツはクラブ理念、クラブビジョンを体現する私たちの実践とその精神です。

SPIRITS
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ジェフスピリッツ

育成



私たちがジェフのメンバーであることは、 ジェフの理念の実現に力を尽くすことと
同義語です。
冒頭の宣誓文はそのことを語っています。

クラブ理念とクラブビジョンを実現するためには何から始めればよいのでしょうか。
それは日々ジェフスピリッツを実践することです。
真摯、 挑戦、 つなぐ、 クラブと地域、 ダイバーシティ、 育成、 感動。この７つのスピリッ
ツを実践し、 日々積み重ねていくことによって私たちはクラブの理念に一歩一歩近づ
いていくことができるのです。

「WIN BY ALL！」は、2001 年のキャッチフレーズとして生まれました。勝利にこだわる
姿勢を「全員の力で勝つ」というコンセプトで表現したものです。
ホームタウンである市原・千葉、 ジェフを愛する全ての方々とともに、 フェアプレーに
徹し、勝利にこだわり、結束することを象徴するキーワードです。

私たちは、常にこの言葉とともに戦います。

～ ～クラブ・フィロソフィー

WIN BY ALL!
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私たちはこれまで 「ジェフユナイテッドライフの実現」 をクラブ理念に掲げてきました。
この理念はジェフユナイテッドアンセムにおいてはクラブビジョンに受け継がれて
「ジェフユナイテッドライフの輪を広げる」という表現に進化しました。

ジェフユナイテッドライフという言葉を 「発明」 したメンバーたちは、 その言葉に次の
ような日常ストーリを重ね合わせてその想いを表現しました。
目を通してみて下さい。

2005年10 月16 日。フクダ電子アリーナオープン。

僕はお父さん、 お母さんと初めてサッカーの試合を見に行きました。 選手ががんばっ
ていてとてもおもしろかったです。
僕はそれからサッカーとジェフが大好きになりました。それからは毎回試合を見に
行っています。 最初の試合ではおじいちゃんとおばあちゃんといっしょにお留守番を
してた弟も今は一緒に試合を見に行きます。

僕は学校から帰るとフクアリの横のフクダ電子スクエアにジェフのスクールに行き
ます。 友達もたくさんできて、 金曜日の練習のあとはいつも友達の家にみんなでお泊
まり会をしています。 学校の友達と違って少し遠い友達の家にも行けるのでとても
楽しいです。 弟とおじいちゃんとおばあちゃんは朝からユナイテッドパークに行き
ます。弟はジェフの保育所で、 おじいちゃんはそのとなりの部屋で将棋を毎日してい
ます。 この前は 「ジェフの社長に勝った。」 っておじいちゃんは喜んでいました。

おばあちゃんはお友達といつもお話しています。弟の制服はジェフのユニフォーム

みたいでとてもかっこいいです。僕もジェフの保育所に行きたかったです。

ジェフユナイテッドライフに
託した想い

僕のジェフユナイテッドライフ

回想
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いかがでしょうか？

振り返って見ると当初の想いが実現できた部分も結構あるのではないでしょうか。
ジェフユナイテッドライフの輪を広げる挑戦はこれからさらなる高みを目指して続い
ていきます。

お母さんは水曜日にピラティス教室に行きます。先生はジェフの選手の奥さんです。
お父さんは日曜日にサッカーをしに、 フクダ電子スクエアに行きます。 ジェフの
サポーターの人たちとチームを組んでいます。 でも、なかなか試合に勝てません。
お父さんは負けるといつも 「ジェフみたいでいいじゃん。」 てごまかします。ジェフ
の方が強いのに。

今度、フクダ電子スクエアで町の運動会があります。ジェフの選手とジェフィとユニ
ティが来るみたいで楽しみです。
この前僕は、ジェフの試合の前にフクアリで前座試合をしました。家族みんなが応援に
来てくれました。ゴール裏から応援されてとても気持ちよかったです。２点も決め
ました。勝ったので試合の後にでんぐり返ししました。
大人になったらジェフでプロになってフクアリで活躍したいです。
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JEF UNITED ANTHEM

LET'S BRING COLOR TO THE WORLD

BY CONNECTING HEARTS

AND MINDS THROUGH

THE POWER OF

FOOTBALL.


