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巻頭特集

プレイオフ進出に向け、中盤から一気に上昇だ！

河内 修斗

向かっていく！
アタックする！
今季のスローガンを
漢字で表現しました！

HC

優勝請負人、ラーカイが完全復活を誓う！

HC＆日本人選手に直撃！ 2014 年の抱負を漢字一文字で表現してもらいました。2014 年の抱負はコレ！

志村雄彦

今の自分の限界を
超えた
〝ネクストレベル〟へ！

#4
菊池 真人

新たな気持ちで
「一」からスタート
します！

#6
野上 淳史

ブースターにも笑顔を
届けられるような試合
をして、笑顔でシーズ
ンを締めくくりたい！

#9

金子 宗太朗

挑みます！
もっとやれる！
もっと上へ！

和田 保彦

常に学ぶ！
常に考える！
そして常に人間とし
て成長したい！

#10 #11 #14 #21
 佐藤 文哉

ブースターと共に、
南三陸を始めとした
被災地の方々と共に、
有明へ！

新井 靖明

すべては「心」から
始まる。心を大事に
したい！

年
男

年
男

―怪我の回復状況は？
まだ１００％ではないけれど、かなり良くなっている。
シーズン中間点のオールスターの頃には、いい状態になっていると思う。
―ラーカイ選手のカムバックと同時に、チームの勝ち星が増えました。
手術後は見ているだけだったが、チーム状況が良くない中でも、仲間たちは勝とうという思いを共有し
懸命に練習していた。その様子を、少し距離を置いて見ることができたのは良かった。そして、自分が
戻れるタイミングに、彼らの努力が報われ、チームが勝ち始めたこともラッキーだった。
―チームが良くなったのは、ラーカイ選手が復帰したせいなのでは？
バスケットは５人のスポーツなので、一人でそう変えられるものではないと思う。ただ、自分のポジショ
ンがインサイドなので、相手のディフェンスを引き付けられれば、アウトサイドの選手のシュートチャ
ンスが増え、それが入ればチームは良くなる。自分の仕事は、自らスコアして勝つことではないので、
これからもチームとして闘っていこうと思う。
―河内ＨＣから指示されていることはありますか？
浜松と沖縄での優勝経験を生かし、これまでと同じことをやるようにと。インサイドで頑張り、オフェ
ンスの時はバスケットにアタックしていきたい。
―優勝するチームの条件は？ 89ERS に足りないものは？
シーズン序盤は、ディフェンスが良くなかったが、ここ最近は変わってきた。でも優勝するためには、もっ
とディフェンスで強くならないと。一人ずつの能力を向上させ、その上で５人の連携も必要になってくる。
―ディフェンス以外では？
優勝した浜松、沖縄でそうだったように、89ERS も各ポジションで十分な戦力を持っている選手がそろっ
ている。ウェンデル（ホワイト）やＴＪ（トラベル・ジョーンズ）のように、しっかりスコアできる外
国人がいて、チームをコントロールできるＰＧの志村がいる。和田のように動いて得点したり、文哉や
新井のようにアウトサイドからポイントできる日本人もいる。ただ、それぞれが少しずつ向上していか
なくては。向上しなくなってはダメだ。
そして一番大事なのはチームコミュニケーション。声をかけ合うだけでなく、アイコンタクトなども含
めて、連携を深めていければと思う。
―これからの意気込みを、チームとして、また個人として、聞かせてください。
自分としては、怪我の前の一番いい状態でできたパフォーマンスを徐々に取り戻し、休むことなくやっ
ていきたい。チームとしては、“Keep　Attacking，Yellow” のチームスローガン通り、アグレッシブに
戦うことを、もっと前面に出してやっていきたい。
―ブースターにメッセージをお願いします。
みなさんの応援が、そのまま私たちのプレイの力になります。みなさんが頑張れば、その分、もっ
と試合がエキサイティングに、面白くなるはずです。もっともっと応援をお願いします。

（12月 28 日取材）
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優勝の可能性はある。個人もチームも、常に向上することが必要。
　＃３３　ジャーフロー・ラーカイ

レギュラーシーズン中盤で、89ERS は 11 勝 11 敗、東地区７位。膝の怪我で休ん
でいたラ－カイ選手の復活と同時にチーム状況も好転し、プレイオフ進出への道
筋が見えてきた。やはり、ｂｊ４シーズンで３度の優勝を経験し、ＨＣやチームメ
イトからの信頼も厚いラーカイ選手の存在は大きいようだ。ＨＡＬＥＯドームで
の練習後、今後にかける意気込みを伺った。



89ERS を支えるスポンサーのナマの声

ボクのオフショット

スポーツで、旅行で、ともに皆様に感動を。
―有田浩三　東北・北海道・新潟事業部統括部長に聞く
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初めての東北勤務で、昨年 11 月中旬に着任したばかりです。到着してすぐ、“仙台駅”の文
字と駅舎を撮影。あの仙台の顔は全国的に有名ですからね。その日には名物の牛タンも食
べ、美味しかった。これから仙台や宮城の魅力を色々と探っていくのが楽しみです。
仙台 89ERS のサポートは６年前からですが、震災直後には弊社が飲料水を用立て、チーム
スタッフの方々と一緒に、被災地に届ける等の活動をさせていただいたと聞いています。
常に地元の皆様とともにある企業として、皆様の要望にお応えしていきたいと思います。

震災直後には 89ERS スタッフと一緒に支援活動

私は子どもの頃からサッカーをやってきて、スポーツ全般大好き。
ｂｊリーグは、友人が「エンターテインメント性があって面白い」と
言っていました。早速、次のホームゲームに観戦に出かけ、応援する
つもりです。仙台は、プロスポーツチームがたくさんあって、地元の
方々が一帯となって応援しているイメージが強い。特に、楽天のパ
レードは驚くほどの人出で、私も一緒に感動させていただきまし
た。「見せましょう、底力を」と言って、実際に優勝するのだからすご
い。ぜひナイナーズも楽天に続き、優勝してほしいですね。

楽天に続き、ぜひ見せましょう、
89ERS の底力を

仙台空港は国際便も増えていますね。弊社では１月 14 日まで“初夢フェア”と銘打ち、国内外のパッケージ
ツアーを超特価で提供しています。年に一度の最大級のキャンペーンです。このチャンスをぜひとも見逃
し無く！皆様のご用命をお待ちしております。
また、仙台や東北は温泉や郷土料理などの魅力が多く、海外からのお客様にも喜んで頂けるはずです。今後
は、航空会社や行政と一体となって国際線を増やしていけば、復興支援にも役立てると思います。
旅行業は心の充実に比例する仕事で、皆様の心の充実にどれだけ寄与できるかが問われます。本業の旅行
を通じて寄与していくのは当然ですが、地元の企業として 89ERS へバックアップすることもでも皆様に
つながっていくことでしょう。スポーツで感動を届ける 89ERS とともに、弊社も多くの感動をお届けでき
るよう努めてまいります。

娘が最近はまっている「となりのトトロ」を一緒に見て
います。ここ数週間で 20 回以上見ていますが、途中で
飽きてしまうようで最後まで見ることはできず…　最
初の部分だけ、繰り返し見ています（笑）次のセリフも
分かるくらい〝トトロ通〟になってしまいました！

“初夢フェア” 開催中。海外からの集客も

1980 年に前身の株式会社インターナショナルツアーズ設立、1990 年、現社名に変更。
旅行事業のほか、ホテル、テーマパーク、運輸、保険などの事業を幅広く手がけ、国内営
業所は 200 店舗を超え、海外進出国 52ヶ国、海外拠点 162 店舗の強力なネットワーク
を持つ。
東証 1 部：会社コード 9603、登録番号 : 観光庁長官登録旅行業第 724 号、資本金 :
6,882 百万円、売上高 : 4,794 億円（平成 25年 10月期連結業績）、従業員数 : 11,776 名（グ
ループ全体／平成 25年 10月 31日現在）
■所在地
本社／東京都新宿区西新宿 6-8-1 新宿オークタワー 29階　
東北法人営業所／宮城城県仙台市青葉区一番町 1-9-1　仙台トラストタワー 18階
TEL022-217-8222

株式会社エイチ・アイ・エス

野上淳史選手間橋健生ＧＭ

●ｂｊリーグ全試合の試合速報が見られる！
●スターティング5、試合後コメントなどの試合情報も充実！
●選手ブログなどのオリジナルコンテンツも！  
●試合写真も随時掲載！　　　　　　　　 月額315円（税込）

こちらのQRコードを読み取ってアクセス！

仙台89ERS公式携帯サイト
スマートフォンも対応！

http://www.nm.89ers.jp まで
または

初バスケ！年始も熱く盛り上がろう！
強豪大阪、秋田との対戦は必見！

1月12日（日）は 仙台ベルフィーユ（Ｖ・チャレンジリーグ）との
同一会場・同日開催！

詳細はこちら　 http://89ers.tstar.jp/top

ケータイ・パソコンで
豊富な席から選んで購入！

チケット購入は

89ers Ticket

チケットの購入・引き取りが断然便利に！

登 録 は 簡 単！

選手、スタッフが自ら撮影した写真を紹介する新連載。ジャンルはフリー。
オフの顔が垣間見えるかも？ちょっと覗いてみましょう！

■日時　　
1月26日(日)　9:30　 開場（予定）
　　　　　    10:30 　開演（予定）
　　　　　     ・スリーポイントコンテスト
　　　　　     ・ダンクコンテスト
                          13:10　試合開始
■会場　　       
秋田市立体育館
（秋田市八橋本町6-12-20）
■チケット       
ハピチケ（http://happinets.tstar.jp/）、
各プレイガイドで発売中
■問い合わせ  
秋田ノーザンハピネッツ
(050-3536-0577、平日9:30～18:30)

■日時　　 12月7日（土）　18:00（開場16:30）　
    12月8日（日）　13:00（開場11:30）
■会場　　ゼビオアリーナ仙台
■対戦　　青森ワッツ
■特別協賛　株式会社ヤマウチ
 　  株式会社ホテル佐勘

昨シーズン在籍した
高岡大輔選手、下山大地選手が凱旋！

〝いい匂いフェチ〟です。アメリカによくあるような、少しきつ
めの持続するような香りが好き。お香は、寝る前や試合前などリ
ラックスしたいときに炊いています。常用はしていませんが、香
水もＴＰＯに合わせてシュッとふっています。勝負時とか（笑）
オススメのお香や香りがあったら、是非教えてください！

【  連  載  】

仙台89ERSの2014年は、1月12日（日）・13日（月・祝）、あすと長町のゼビオアリーナ仙台、1月
18日（土）・19日（日）北仙台の青葉体育館、と２週連続のホームゲームでスタートします！対戦
は同じくｂｊリーグ初年度から参戦しているイニシャルチーム・大阪エヴェッサ、そして強豪・秋
田ノーザンハピネッツとの東北ダービーと盛り上がりは必至！　観戦チケットはただいま絶賛発売中です！

ｂｊリーグ　2013-2014シーズン　オールスターゲーム in 秋田
ホワイト選手が出場決定！

オフィシャルスポンサーであるトップツアー株式会社様により、オールスターの観戦ツアーが実
施されます！前日25日（土）に仙台を出発し、プレイベント、公開練習も見られるツアーです！
■実施日     2014年1月25日(土)～26（日)　 ※1泊2日バスツアー
■参加費     ○大人                  チケットつき：25,000円 ／ チケットなし：22,000円
                     ○小中高校生      チケットつき：23,500円 ／ チケットなし：20,500円
※貸切バス代、宿泊代(1泊シングル又はツイン)、食事代(朝1回、お弁当1回)、
    有料道路代、添乗員費用、チケット代(お申し込みの方)、消費税が含まれます。
※観戦チケットは２階自由券となります。
■募集人数            20名(最少催行15名)
■企画・実施       トップツアー株式会社 仙台支店
■企画協力           株式会社仙台スポーツリンク、株式会社タケヤ交通
■申込先               トップツアー株式会社　仙台支店　担当：片桐
                                 TEL：022-263-3232(平日9:20～18:00)
                                 FAX：022-265-5765(担当より受付の可否連絡)
■締切                    2014年1月17日(金)15:00
※ただし、定員に達し次第締め切らせていただく場合があります。

今シーズンのオールスターゲームは1月26日（日）に秋田で開催！ブースター投票の結果、仙台
89ERSからはホワイト選手が選ばれました！2年ぶり4回目の出場となります。選ばれし戦士が一堂
に会す、年に一度のバスケットの祭典をお見逃しなく！

同日開催の12日を挟み、11日は仙台ベルフィーユのホームゲーム、13日は仙台89ERSのホームゲー
ムが開催され、この3日間を「長町スポーツスペシャルDAY'S」と銘打ち長町をスポーツで熱く盛り
上げます！地元商店街と連動した特別企画も！是非お越しください！

☆ダブル観戦プレゼント☆
両チームそれぞれの観戦チケットを
お持ちのご来場者に
「特製オリジナル手ぬぐい（非売品）」を
プレゼント！

オールスターゲームin秋田 観戦ツアー参加者募集中！

1月12日（日）

開催日

■１月のホームゲームスケジュール

試合開始 対　戦 会　場

19：30

1月13日（祝・月） 14：00

1月18日（土） 18：00

1月19日（日） 14：00

大阪エヴェッサ
ゼビオアリーナ仙台
（地下鉄・JR 長町駅より徒歩 5分）

（地下鉄北仙台駅より徒歩 5分、
　JR 北仙台駅より徒歩 10 分）

秋田ノーザンハピネッツ
【東北ダービー】

青葉体育館


