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カジノIR業界で活躍する人材を育成するCEC株式会社と提携 

世界各国のカジノ施設で働く人々を支援する新興事業
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遂に、日本で“カジノIR事業”が始まります。

SIRプロジェクトは 
日本のカジノＩＲ実現に貢献し 
ＩＲ業界を活性化を図ります。 

株式会社Sir Project Partners. 
代表取締役社長　永田 侑大（Yudai Nagata） 

日本版カジノIRの誕生。日本史上初となる歴史的な転換期
に心が踊ります。カジノIRの誕生は日本は大きく進化させ、
莫大な経済効果をもたらします。興隆期に立ち会う私達に
も沢山のチャンスが訪れることが見込まれています。SIR
プロジェクトはその代表例です。我々はこれ以上ない最高
の形でIRカジノ事業へ参入し、競合相手を尻目に大きな利
権と収益を勝ち取ります。業績予測は青天井。期待と興奮
が留まるところを知りません。この資料にはそれらの根拠
と事実を記載しています。ぜひ詳細をご覧いただきながら
「我々と一緒に最高の形でカジノIR事業に関わる未来」を
想像してみてください。

ＩＲ
Integrated Resorts



2018.7.20 日本中に激震！ 
IR実施法案、成立。

カジノIR事業

遂に日本はカジノ合法国へ 
2018年7月20日は日本にとって歴史的な一日となりました。IR実施法案というカジノを日本に作る
ための法案が成立したからです。IR推進法案、IR実施法案は、数十年間という長い歳月を経て可決、
成立されました。今日本では安倍首相を始め、各政党、協会、連盟、地方自治団体などが率先して、
日本版カジノIRの実現に向けて動いており、あとは日本版カジノIR完成の日を待つばかりという状況
です。世界140以上の国や地域でカジノが合法化される中、ようやく日本でも合法的にカジノが展開
される時代がやってまいりました。この転換期、世界中で莫大な資金が動きます。

●ＩＲ実施法成立、カジノIR事業がいよいよ始動

● カジノ誕生で チャンスを掴む業種が激増（経済効果◎）

● カジノを中心とした 日本独自の統合型リゾート開発





日本の成長戦略の目玉、世界最高水準のカジノ規制を導入する。 
安倍晋三 首相（IR推進本部・本部長） 

安倍内閣総理大臣は我が国におけるIR推進本部の本部長に就任し、率先して日本のカジノIR建設を
推し進めている。カジノIR実施法にはほぼすべての政党が賛成しており、いよいよ日本でもカジノIR
事業が始動。カジノIR実現に伴う経済成長と雇用創出を日本の成長戦略として位置づけている。

たったひとつの大改革、カジノの解禁なんです。 
これはやらざるを得ないんです。　　　　　　　橋下徹 元大阪府知事 
府知事時代から今も尚カジノ解禁を訴え、日本のカジノIR事業の必要性を言及。現在、大阪・夢洲
はカジノIRの誘致において「本命中の本命」と言われており、2025年の万博博覧会に併せて、国
内初のカジノIR設立が期待されている。

やろうよ。財政再建の道はカジノしかないだろう。 
石原慎太郎 元東京都知事 

お台場カジノ構想を掲げたことで有名な石原元都知事は、税収増が期待でき塩漬けとなった土地を
有効活用できると主張し積極的にカジノを推進。当時、業界内の事情により誘致できなかったカジ
ノIRも、今では賛成派多数となり夢の実現が目前へと迫っている。

2018年7月20日 → ＩＲ実施法案が成立
IR実施法案成立後、世界中の企業が日本のカジノIR事業へ進出する見込み（声明発表多数アリ） 
テレビ、ニュース、新聞、経済誌などの多くのメディアがトップニュースで取り上げました。



■ 長引く不況を吹き飛ばす、総計47兆円の波及効果 
IRとは、ホテル・スパ・レストラン・ショッピングモール・娯楽施設・国際会議場・イベントホールにカジノを併設した統
合型の観光施設を指します。まるでひとつの町を創るようなイメージ。地下カジノや賭博場なんかとは真逆で、明るく、楽
しく、華やかなエンターテイメント空間です。経済効果はオリンピックよりも遥かに高く、IRの直接的な収益に加え、間接
的に生み出される収益を合算すると、総計で約47兆円もの波及効果を生むと言われています。

- 日本版カジノIRがもたらす驚愕の経済効果 -

■ 建築段階で6兆円、毎年３兆円 
現法案では国内のカジノIR誘致は三ヶ所迄となっており、
その場合建築段階で５～６兆円の経済効果、以後毎年２～
３兆円規模の経済効果が期待できると専門家たちは試算し
ます。またカジノIRの誕生によって900種類の職種と10万
人の雇用創出を実現することもできます。

■ 敷地面積3％で 8割の売上 
カジノ施設の占有面積には制限があります。日本のIR実施
法で定めれているカジノ施設の面積は全体の3％以内。そ
れでもカジノの売上は侮れません。事実シンガポールでは
たった5％の敷地面積で全体の80％程度の売上を稼ぎ出し
ています。カジノはIR施設の集客・収益エンジンなのです。

日本経済を活性化させるカジノIR事業



カジノIRは 観光産業の起爆剤 となる

建設業

旅行業界

ホテル業界

鉄道業界

航空業界

小売業界

テーマパーク 
観光施設

飲食サービス 
業界

MICE 
イベント業界

新聞出版 
印刷業界

不動産 
開発業界広告業界

伝統文化 
芸術業界

放送業界

コンテンツ 
エンタメ業界

アパレル 
服飾業界

インバウンド 
観光客の拡大

文化サービス産業の 
海外発信

文化サービス産業の 
国内活性化

地域の観光活性化 
国内市場化拡大

カジノ 
ＩＲ

カジノIRの実現によって観光産業の経済波及効果は 50兆円近く 見込まれている。

900種類 の職種と 
10万人以上 の雇用創出



“�世界のカジノ大手企業が積極的に投資 ”

日本の未来経済は間違いなく発展する

日本へのカジノ投資 について「100億ドル（約１兆
円）を投じるかと聞かれれば『イエス』である」と語
り、成功のためなら投資を惜しまない考えを会見で述
べた。

最大で100億ドル（約１兆円）を超える規模で日本に
投資し、カジノを含む「世界最高の統合型リゾート（Ｉ
Ｒ）をつくる」とラスベガスで共同通信などの取材に
応じた。

米カジノ運営大手ラスベガス・サンズ 
シェルドン・アデルソン会長兼最高経営責任者

米カジノ大手ＭＧＭリゾーツ・インターナショナル 
ジェームス・ムーレン会長兼最高経営責任者

しかし深刻な問題があります



圧倒的な人材不足
日本版カジノIR実現に伴う最大の問題とは…

■ 実現に向けた急務は、カジノIRに従事する人材の育成と供給 
第一弾となる日本版カジノIRの実現は早くて2023年だと予測されています。カジノIRを実現するためには、法律、場所、施
設、人材が必須となりますが、この中で「人材」だけが圧倒的に不足しています。 
 
日本版カジノIRを実現するための必要な人材は、IR経営のノウハウを持ったマーケッター、アドバイザー、カジノディーラー、
フロアマネージャー、カウンセラー、セキュリティー、システムエンジニアなど多岐に渡ります。よって、それらの特異な
能力者たちの育成・教育が最重要急務となりますが、日本の現状を鑑みると未だにIR従事者の人材育成を推進できていない
状況が誰の目から見ても明らかです。 

そこでSIRプロジェクトは、IR従事者の人材育成に尽力する「CEC株式会社」と手を組み、今日本が抱えている人材不足と
いう最大の問題を解消します。そしてそれは日本のカジノIR市場における最大の利権を手にすることにもつながります。

SIRプロジェクトが “IR従事者の人材不足”�を解消します！



カジノIR業界で活躍する人材を育成し供給する事業です。

SIRプロジェクトとは？

運営企業 SIGN IR PTE.LTD

日本大学芸術学部卒業。テレビ局の創設、編成、制作などに携わり、チー
フプロデューサーとして活躍。 アーティストの「BoA」や格闘家「チェ・
ホンマン」のデビューなどにも携わる。 

 2015年に日本カジノ学院と提携、日本カジノ学院が主催するイベント 
「a-collection」のプロデュースなどを行う。  

現在は世界各国でカジノIR業界の活性化に尽力する。

代表のLEE氏は、国際的に活躍する敏腕プロデューサー

SIGN IR PTE.LTD 代表取締役社長

LEE BYUNGHOON
リー・ビョンフン

所在地 20 collyer Qnay ＃23-01 Singapore 049319



✕

SIRプロジェクトは CEC株式会社と提携 し 
カジノIRに必要な人材を育成、供給 します。
• • • • • • • • • • • • • • • •

業務提携 C E C
Casino Entertainment Club

M I S S I O N



カジノIRで活躍する人材を育成し、世界のカジノIRへ輩出する企業です。 
（カジノディーラー、マネージャー、コンシェルジュ、カウンセラー、セキュリティーなど）

CEC株式会社とは…？

［ 教育事業 ］ 
ディーラー・カウンセラーなどの養成

［ エンターテイメント事業 ］ 
イベント企画・プロダクション運営など

［ 人材派遣事業 ］ 
カジノIR施設などへの人材供給

［ 通信事業 ］ 
eラーニングなどの教育システムの開発



最重要急務はカジノディーラーの育成です。

CEC株式会社はカジノIRに関わる様々な職業の教育事業を展開。

■ CEC株式会社は日本NO.1のプロディーラー養成機関を運営

▶ ディーラーの育成事業は “カジノIR最大の利権”

世界各国のIR業界で活用される人材紹介サービスを提供します！

カジノIR実現に向けて圧倒的な人材不足がささやかれる中で、最も不足している職種が「カ
ジノプロディーラー」です。 

CEC株式会社は「カジノ合法化→IR施設の建設→人材不足」という時代の流れを先読みし、
カジノ法案が成立する数年前からプロディーラー養成機関「日本カジノ学院」を展開して
いる先見性の高い企業です。 

日本カジノ学院は日本でカジノIRが実現するまでに1万人のディーラー育成を目標とし、
現在、東京、大阪、名古屋、福岡に複数開校。養成機関の展開数、生徒数、その他、メディ
ア掲載などの実質的に国内NO.１のシェアを誇っています。 

SIRプロジェクトはCEC株式会社と提携し、日本カジノ学院の推進に協力します。



カジノIR最大の利権は ディーラー（人材）
　必要なのは１万人のプロディーラー 

日本経済の成長エンジンであるカジノIR事業を実現する
上で、もっとも重要となるのは「プロディーラー」です。
 
ディーラーなくしてカジノIRは成立しません。 

現在日本でプロディーラーのライセンスを取得している
のは400人程度しかいません。けれどもカジノは24時間
営業の三交代制が基本であるため、一箇所の施設に付き
2,000～3,000人のプロディーラーが必要と言われてい
ます。三ヶ所設立するとなると約１万人。またプロディー
ラーになれるのは20人に1人程度であるため、1万人の
プロディーラーを養成するためには20万人以上のディー
ラー候補生を教育しなければなりません。 
 
従って、ディーラー（人材）こそがカジノIRの心臓であ
り「最大の利権」ということになります。 
※右図は基本的なカジノ組織の構造です

CEO/COO

執行部/総支配人
取締役

ホテル 
事業部

飲食 
事業部

催事 
イベント

カジノ 
事業部

財務部 人事部 マーケ

サーベイ 
ランス課

テーブル 
ゲーム

スロット 
マシン

カジノ 
マーケ ポーカー キノ スポーツ 

レース

警備課セキュリ 
ティ課

クレジッ 
ト課

会計 
監査課ケージ課経理課

1施設につき 
約3,000人が必要



これから日本のカジノIRで必要となる1万人のプロディーラー
は、すべて日本人となる可能性が高いです。原則的にカジ
ノディーラーは自国の人間が担当する決まりとなっており、
日本も同様の法律が整備される予定だからです。 

そのため日本版カジノIRが実現に近づくにつれて、日本人
ディーラーの需要が高まります。 

我々はそのような未来を予測し、日本人のプロディーラー
を養成する機関と提携し、カジノディーラーを輩出します。

ディーラーは日本国籍保有者になる可能性が高い

原則的にカジノディーラーは自国の人間が担当する決まり

◆ 日本人ディーラーの需要が急騰

P O I N T



CEC株式会社が運営する日本カジノ学院と協力し 
国内のカジノIRにプロディーラーを送り込みます

2014年、設立（カジノ法案が成立する4年前から運営を開始） 
国内No.１のプロディーラー養成機関（現在全国に６校を開校） 

※一般社団法人日本カジノ協会監修



カジノディーラー育成の第一人者。 一級建築士の資格を持ち、
大学時代の卒業 設計企画に「お台場カジノ計画」を企画する。
2014年9月にCEC株式会社を設立し、2015年4月に「日本
カジノ学院」を開校。 日本のIRに向けてディーラー育成を重
視し、 日本全国に日本カジノ学院を展開する。 

日本カジノ学院 代表 
CEC株式会社 代表取締役社長 贄田 崇矢 

T a k a y a  N i e d a



販売業者 ＣＥＣ株式会社

代表取締役 贄田崇矢（にえだたかや）

住所 東京都渋谷区神南1-20-10 2Ｆ

資本金 20,400,000円

設立 2014年9月9日

事業内容
カジノディーラー養成学校の運営 
海外IRカジノとの連携事業 
その他関連事業

経営理念

【貢献】 
ＩＲを通して日本の観光産業推進に貢献します 

【創造】 
世界に通用する魅力あるＩＲ文化を創造します 

【発信】 
クールジャパン（日本文化・おもてなし）を 
世界に発信します

会社概要





2014年 7月 　カジノパーティー（＠六本木 400名参加）  
2014年 9月 　会社設立 
2014年11月   大阪フランチャイズショー出展（読売新聞後援） 
2014年12月   カジノパーティー（＠麻布十番 800名参加 
2015年 1月    日経Bizアカデミー掲載 
2015年 2月   「日本カジノ学院」開校 
2015年 3月    日本経済新聞主催 フランチャイズショー出展 
2015年10月  「日本カジノ学院」商標登録（第 5803363号 
2015年11月   韓国カジノ大手 PARADAISE ウォーカーヒル業務提携 
2016年 3月    日本経済新聞主催 フランチャイズショー出展 
2016年 4月    a-collection開催（＠赤坂ブリッツ 1200名参加） 
2016年11月   マカオゲーミングショー出展 
2017年 2月    日本経済新聞主催 フランチャイズショー出展 
2017年 3月    a-collection開催（＠文化服装学院 1200名参加） 
2017年 5月    日本カジノ学院 大阪校・渋谷校オープン 
2017年 11月  マカオゲーミングショー出展 
2018年 4月    日本カジノ学院 名古屋校オープン 
2018年 5月    日本カジノ学院 福岡校オープン 
2018年 5月    日本カジノ学院 渋谷マルイ校オープン

事業沿革



SIRプロジェクトでは世界各国の 
カジノIR施設との提携を推進していきます。

ラスベガス・サンズ ギャラクシー・エンターテイメント



世界最大手カジノ運営企業「ラスベガス・サンズ」

ラスベガス・サンズは、アメリカにある世界最大のカジノ運営企業です。 
株式時価総額は6兆円超え、年間売上は1兆円を優に超えます。 

（ソニー、JT、三井住友などの株式時価総額と同等） 

同社は積極的な海外展開で成長機会を伺っており、日本のカジノ解禁にも 
1兆円以上の投資を行うと発表し、日本市場を狙っています。



来場者数1日平均3万人の人気施設「ギャラクシーマカオ」

ギャラクシーマカオは、世界各地から観光客が数多く訪れている人気のIR施設です。 
総工費は約150億香港ドル、現在のレートでは2,000億円を超えます。 

ギャラクシーエンターテイメントグループの呂志和会長は、 
海外市場における潜在ビジネスチャンスの発掘に継続的に取り組んでおり、 

中でも日本市場を特別視していると発言しています。



“プロディーラー”�は未来の花形職業（高収入）

　高収入・高ステータスな新しい職業 

日本のカジノIR成功の鍵は、カジノを取り仕切る「日本人
プロディーラー」の知識と技術にかかっているといっても
過言ではありません。 
 
日本ではまだ馴染みのないカジノディーラーですが、世界
的には大人気の職業です。銀行員よりもステータスが高く、
管理職クラスになると年収1,000万円以上の収入が見込め
ます。 

何より世界の富裕層が集まる社交場を取り仕切る立会人で
すから、近い将来では憧れの職業の仲間入りを果たすこと
は間違いありません。また華やかな世界での安定した職業
であり、女性でもチャンスのある職業・資格です。 

現在であれば、まだまだ競争が激しくないため「第一線で
活躍できるプロディーラー」になることも可能です。



メディア掲載実績

● 朝日放送　● NHK　● 読売テレビ 
● TV東京「ワールドビジネスサテライト
● サンデー毎日「会社の流儀BLOG」 
● 日本経済新聞 
● カジノと日本経済（別冊宝島2549） 
● なんば経済新聞 
● MBSラジオ「上泉雄一のええなぁ 
● Yahoo!ニュース

日本カジノ学院は 全国展開

現在は 全国6校に開校
2018年中に 10校に増設

CEC株式会社=日本カジノ学院はSIRプロジェクトと提携し、ディーラーの育成だけでは
なく、語学教育や依存症対策のカウンセラーの育成プログラムなどを取り入れながら、
2019年に30校（80億円）、2020年には100校（300億円）の展開を計画。 

※また国内外の教育機関、カジノIRとの提携も推進予定



事業投資

国内のカジノＩＲで活躍する優秀なディーラーの 
ほとんどをSIRプロジェクトから輩出することで 

人材という最高の利権を掌握 します。

実在する教育機関と提携し、カジノIR事業へ参入



■ 世界各国のカジノIR施設と提携し、教育事業や人材紹介事業を活性化させる 

■ CEC株式会社と業務提携を結び、IR業界で活躍する人材の育成と供給を目指す 

■ CEC株式会社は国内No.１のプロディーラー養成機関「日本カジノ学院」を運営 

■ 2020年迄に100校のディーラー養成機関を全国に展開予定 

■ 日本版カジノ実現までに、１万人のプロディーラーを輩出予定 

■ 日本でカジノIR事業が活況すればするほどにSIRプロジェクトの重要性が高まる

事業概要まとめ

S  I  R
P R O J E C T ＆ C O I N





FROM：LEE BYUNGHOON（SIGH IR PTE.LTD CEO） 

私は世界を飛び回ることが多く、昔から、 
移動した街にあるカジノ施設を訪れていました。 
 
アメリカのラスベガスに足を運んだ際、来客者を楽しませる 
エンターテイメント性に富んだカジノ施設を体感して衝撃を受けました。 

世界のカジノ施設は、ホテルの中にカジノがあるだけという小さな施設が多いのです。 

ある時、日本にカジノ施設が誕生する動きがあると耳にして、 
自分も参画したいと強く思うようになりました。 

しかも、日本のカジノはシンガポールの如く、カジノIR（統合リゾート）施設として、  
エンターテイメント性の高い施設を目指すというのです。 

2015年4月、私は衝動に駆られて、設立したばかりの日本カジノ学院に飛び込みました。 

カジノIR施設にとって人材は最大の利権であり、 
先駆けて教育事業を手掛けようとしている日本カジノ学院に強い関心を持ったからです。 

日本カジノ学院は、日本のカジノIR施設にとって 
必要な人材の利権を握っているといっても過言ではありません。

ＳＩＲプロジェクト発足秘話



この度、世界中のカジノ関係者が注目する 
日本のカジノIR市場を盛り上げていくため、 
日本カジノ学院と手を組んで、 
本件企画（SIRプロジェクト）を立ち上げました。 

日本のカジノIR施設は、日本人の雇用だけでは 
全ての職種に対して人材を確保できない 
状況であると考えられます。 

我々は補えない人材を、ブロックチェーンを活用して 
世界各国へ呼びかけるシステムを開発しています。  

また、日本のおもてなし文化、接客能力は 
世界のトップクラスであり、これらの教育を 
eラーニングやVRなどを活用して、 
日本語教育と共に推進したいと考えています。 

韓国、シンガポール、マカオ、フィリピン、ベトナムなど、 
アジア中のカジノIR施設をはじめ、欧米のカジノ施設なども 
「SIRプロジェクト」に連動していく予定です。  

最後の楽園（ラスト・リゾート）と呼ばれる 
日本のカジノIR施設の開設と併せて、 
SIRプロジェクトのリアルな事業展開に御期待くださいませ。

SIGN IR PTE.LTD/CEO
LEE BYUNGHOON

CEC株式会社（日本カジノ学院） 
贄田 崇矢 社長

SIGN IR PTE.LTD 
LEE BYUNGHOON CEO



全国１００校の開校を目論む、 
日本最大手のディーラー育成学校 
“日本カジノ学院”と提携。

SIRプロジェクト発足にあたり、 
運営元であるSIGN IR PTE.LTDと 
日本カジノ学院の提携が決定しています。 

日本カジノ学院は現在唯一全国展開を行っている学校です。 

現在は渋谷本校・四谷校・大阪校・名古屋校・福岡校があり、 
2018年７月に札幌校が開校予定です。 

将来的には全国100校の開校を目標としています。



日本カジノ学院、続々と全国に開校中（黒枠が開校済み。※札幌校開校は2018年7月）

横浜校



動画 ワールドビジネスサテライト出演時の様子

※再生ボタンをクリックすると動画が開きます。
ワールドビジネスサテライト［2016.12.12］

https://youtu.be/bqDHVxWJD0M?t=1m6s


動画 鳩山由紀夫元首相がCEC株式会社主催パーティーにお祝いに

※再生ボタンをクリックすると動画が開きます。
カジノエンターテイメントパーティー［2014.12.6］

https://sir-project-partners.co.jp/video/pt_mv/


西川 りゅうじん

1960年兵庫県出身。一橋大学卒業。30年以上、国内外
で産業と地域の元気化に手腕を発揮。 

「愛・地球博」の“モリゾーとキッコロ”、「平城遷都祭」
の“せんとくん”の選定・広報、「福岡ドーム」のオープニ
ング演出、「六本木ヒルズ」「コレド日本橋」「京都駅
ビル」の商業開発、「ジュリアナ東京」のPR、「つくば
エクスプレス」の沿線のまちづくりなどに携わった。 

経産省「地域の魅力セレクション」審査委員長、観光庁
専門委員、日本カジノ学会常任理事を歴任。

マーケティング戦略のエキスパート。

CEC株式会社 アドバイザー 
マーケティングコンサルタント

REUGENE NISHIKAWA



モリゾーとキッコロ、せんとくん、焼酎ブーム、六本木ヒルズ等 
ビッグプロジェクトを成功に導いた仕掛人

西川りゅうじん氏は、マーケティング戦略のエキスパートとして、 
長きにわたり第一線で、産業と地域の元気化に手腕を発揮しています。 

20代でアメリカの「Fotune」誌に“Japanese Marketing Whiz kid”として紹介され、 
2016年8月には世界的な中国語テレビ放送「新唐人TV」で、 
“日本一位營銷顧問”（日本一のマーケティングコンサルタント）  
として引用されるなど、国際的に高く評価されています。 

80年代は「ウォークマン」の販売促進、90年代は「ジュリアナ東京」のPR、 
「福岡ドーム」のオープニングの演出、「京都駅ビル」「大阪クリスタ長堀」の 
商業開発などに参画しました。 

近年では、愛知県の「愛・地球博」の“モリゾーとキッコロ”や 
奈良県の「平城遷都1300年祭」の“せんとくん”のデザイン・ネーミングの選定・広報、 
「六本木ヒルズ」「表参道ヒルズ」「上海環球金融中心」「コレド日本橋」「三井本館」 
のコンセプト立案・商業開発に携わった他、地価上昇率全国一位となった「つくばエクスプレス」 
沿線のPRスーパーバイザー、首都圏で最も人気が高い街・吉祥寺のグランドデザイン委員を務めました。 

また日本カジノ学会の常任理事として、長きにわたり、カジノ法制化に向けて尽力してきた立役者の一人です。



西川 りゅうじん氏が参画した案件（一部）

六本木ヒルズ｜商業開発

全国な芋焼酎ブームの演出 住みたい街１位吉祥寺｜グランドデザイン委員モリゾーとキッコロ・せんとくん

ふるさと納税1位、宮崎県都城市｜PRアドバイザー地価上昇率1位｜つくばエクスプレス



ＴＯＰＩＣ

古賀賢治氏がSIRプロジェクトのアートディレクターに就任
SIRプロジェクトのアートディレクターには世界を舞台に活躍しているグラ
フィックデザイナーの古賀賢治氏が就任しており、SIRコインのロゴデザイン
などを担当しています。 

古賀賢治氏は日本の芸術家、グラフィックデザイナー、アートディレクター
です。代表作の「平和の象徴」が米国ニューヨークにある国連本部のパーマ
ネントコレクション（永久保存）として日本人で初めて選出されるなど、世
界的に活躍しています。

1992年：故マイケルジャクソンよりワールドツアー日本公演のイメージ空間デザイン制作を依頼される 
1994年：国連記念切手「国際防災の10年」の世界コンペに提出した作品が、査問委員会の決定を経て、選出される。 
1994年：日本で初めての国連国際会議「自然災害軽減世界会議」へ特別出展。 
2000年：「ニース国連世界水会議」に出席。 
2003年：「KENJI KOGA ANIMAL ARTBAG」ブランド、ニューヨークデビュー。 
2006年：ダ・ヴィンチ・コード展の総合アートディレクションを担当、最新デジタル技術を駆使した「ダ・ヴィンチの 
              謎」を六本木ヒルズで展開。 
2012年：皇居前に位置するパレスホテル東京の一階ロビー部分に設置されたデジタルサイネージ作品のアートディレク 
              ションを務める。 



SIRプロジェクトによってもたらされた収益の一部は、 
様々な社会問題に寄付を行い、また同時に教育を望む子供たちへの 
奨学金が用意されることになっています。 

SIRプロジェクトでは、社会問題の解決に取り組み、 
企業として地域社会をはじめとする、多様なステークホルダーとの 
共生を図ることで、夢のある豊かな社会の実現に貢献してまいります。

SIRコインのロゴは代表作「平和の象徴」がモデル

平和への願いが込められたSIRコインのロゴデザイン

※以下、今回ロゴデザインのモデルとなった代表作「平和の象徴」



W O R K
古賀賢治氏の主な作品

NY国連本部永久保存記念ポスター
LEDウッドオブジェ 
ル・コルビジェオマージュ作品 

KENJI KOGA ANIMAL ARTBAG 

HOKUSAI SUMMIT JAPAN 
アートディレクション 



 H I S T O R Y

世界のV.I.P達と。 
古賀賢治氏の幅広い交友関係

マイケル・ジャクソンより作品制作依頼

オノ・ヨーコ女史と湯川れい子女史

ロバート・ケネディJrとケネディ宅にて

ロスチャイルド家長女 シャルロッテ女史

NY社交界の重鎮、グローリア.S.キンス女史 現代美術家、ナム・ジュン・パイク

ジャズの巨人、ジャッキー・マクリーン



組織図

アミューズメント 
カジノ

社団法人 
カジノ学院

大阪商業大学 
（予定）

カジノ施設
日本のIR施設 
（将来的な展望）

IR施設

生徒 
（eラーニング）

SIGN IR PTE.LTD

暗号通貨取引所

投資家
SIR PROJECT 
PARTNERS.

資金

トークン

事業
事業

eラーニング

提携

日本国内日本国内

提携企業、拡大中





SIRコインはIR市場を活性化させるためのコインです。

IR施設で活躍する人材を 
育成していきます

人材育成

IR施設などに優秀な人材を 
スマートコントラクトを 
活用し紹介していきます

人材紹介

IR施設などで活用できる 
利便性の高い独自の決済 
システムを提供していきます

取引決済

新興国のカジノ施設や 
IR施設などに 

事業投資を行っていきます

事業投資

様々な社会問題に 
収益の一部を寄付 
教育を望む子供たちに 
奨学金を用意します

社会貢献



人 材 育 成

SIRプロジェクトは、IR施設で活躍できる人材の育成を行い
ます。 

カジノディーラーをはじめ、依存症対策に向けたカウンセラー
の育成、語学教育やホスピタリティー教育などを行います。 

VR（バーチャルリアリティ）など、最新技術を投入した教
育方法に取り組みます。 

またカジノディーラーの指導に関しては、ディーラー養成機
関として日本一の「日本カジノ学院」と提携。 

その他、各国の教育機関とも提携を行います。

STRATEGY.1

IR施設で活躍する人材を育成



これから日本のカジノIRで必要となる1万人のプロディーラーは、 
すべて日本人となる可能性が高いです。原則的にカジノディーラーは 
自国の人間が担当する決まりとなっており、日本も同様の法律が整備される予定だからです。 

そのため日本版カジノIRが実現に近づくにつれて、日本人ディーラーの需要が高まります。 

我々はそのような未来を予測し、日本人のプロディーラーを養成する日本カジノ学院と提携、 
カジノディーラーを育成し、カジノ施設へ人材を提供します。

カジノIR最大の利権、“カジノディーラー”（人材）を掌握



必須課題である依存症対策に向けたカウンセラーの育成

カジノIR法案について語られる時に 
ついて回る問題が、ギャンブル依存症です。 

カジノ実施法案よりも先にギャンブル依存症対策法案を 
先行審議するなど、国としても依存症対策への 
強い配慮が伺えます。 

そこで必要となるのが、 
依存症対策に向けたカウンセラーの育成です。 

SIRプロジェクトではカジノディーラーはもちろん、 
依存症対策に向けたカウンセラーの育成を行っていきます。 



日本の“おもてなし”を世界の“OMOTENASHI”へ

日本のおもてなし文化は世界からも高評価を受けています。 

ホスピタリティの高さで言えば、世界No１と言えるでしょう。 

日本のカジノIRで目指すべきものは 
世界にはない、日本らしさ溢れるカジノIR施設です。 

日本人のおもてなしの心を大切にしたサービスを提供し、 
日本食をはじめとした美味しい料理が食べられ、 
様々なエンターテイメントが楽しめる空間を作る必要があります。 

SIRプロジェクトではIR施設で活躍できる 
ホスピタリティ溢れる人材を育成し、日本から世界中へ広めていく考えです。 



人 材 紹 介

SIRプロジェクトは、優秀な人材をIR施設などへ紹介してい
きます。 

仲介にはブロックチェーン上でスマートコントラクトを使用、
契約を含めた仲介作業を自動で執行いたします。 

そのため求人する側、求職する側に利便性の高い環境を提
供することが可能です。 

費用もSIRコインを利用することで最小限に抑えることが可
能です。 

日本のIR施設誕生に向けて10万人以上の雇用が生まれ、続
いてアジア各国でも大きな需要が誕生します。

STRATEGY.2

10万人以上の雇用を創出。



SIRプロジェクトによって調達した資金によって、多数の優秀な人材を育成し、 
安定的にカジノ施設へ人材を提供することができれば、IR運営企業と良好な関係を結ぶことができます。 

カジノIR施設の誕生によって、900種類のビジネスが生まれると予想されていますが、 
IR運営企業と良好な関係を結ぶことができれば、それらのビジネスに参入することが可能となります。 

IRで生まれる900種類以上のビジネスに参入

カジノIR施設の 
誕生によって発生する 
凄まじい波及効果



取 引 決 済

SIRプロジェクトは、SIRコインをIR施設で利用できるシス
テムを開発していきます。 

スマートフォンを用いて、簡単に決済を行えるシステムを提
供していきます。 

ショッピングモールやレストランでの利用、オンラインのチ
ケット購入など様々なシーンで利用できるシステムを想定し
ています。 

また日本カジノ学院の学費を支払うことに利用できるように
なります。 

SIRコインはIR施設を楽しんでいただく環境を提供すること
を目的に開発を進めていきます。

STRATEGY.3

IR施設での取引決済、学費支払い等に活用。



事 業 投 資

SIRプロジェクトは、育成した人材から企画を募り、カ
ジノやIR施設に投資を行っていきます。 

フィリピンなどアジアの新興国でカジノ運営を行ったり、
IR施設内の様々な店舗施設に投資を行います。 

日本国内においては、アミューズメントカジノ施設など
へも投資を行い、SIRプロジェクトで教育を受けた人材
が活躍できる環境を提供していきます。 

施設運営においてはブロックチェーンやAIなど最新の技
術を世界に先駆けて起用していきます。

STRATEGY.4

IR事業のさらなる発展に尽力。



社 会 貢 献

SIRプロジェクトによってもたらされた収益の一部は、
様々な社会問題に寄付を行い、また同時に教育を望む子
供たちへの奨学金を用意いたします。 

私たちはSIRプロジェクトを通じて、社会問題の解決に
取り組み、企業として地域社会をはじめとする、多様な
ステークホルダーとの共生を図ることで、夢のある豊か
な社会の実現に貢献してまいります。 

STRATEGY.5

夢のある豊かな社会の実現に貢献。



 

SIRコイン

人材育成

各種事業の資金調達 
決済手段等での活用

流通量増加
流動性を高め 
価値高騰を狙う

SIRプロジェクトで推進する予定の事業

人材紹介 取引決済 事業投資 社会貢献





SIRコインの概要

名称 SIR

販売価格（初値） １SIR＝１.９円

価格変動（予約販売） 販売量に応じて更新

予約販売期間 予約販売枚数の上限に達し次第終了

総発行枚数 8,000,000,000SIR（80億SIR）

総販売枚数（予約販売） 4,500,000,000SIR（45億SIR）

ブロックチェーン ERC20



ERC20とは
SIRコインはERC20と呼ばれる 
イーサリアムトークンの技術を利用して発行されます。 

通常、暗号通貨をウォレットで取り扱うには、 
それぞれのプロコトルにあわせて個別開発が必要になります。 

しかしERC20トークンはERC20フォーマットに対応した 
ウォレットを利用することが可能ですので、利便性が非常に高いと言えます。

SIR PERFORMANCE

発行枚数ついて

SIRコインの総発行枚数は80億枚（SIR）です。 
その内、45億枚（SIR）が予約販売期間に発行されます。 

総量が定まっているため、SIRプロジェクトによって 
需要が高まれば、1枚（SIR）あたりの価格が上昇すると考えられます。 





購入方法 SIRコインご購入の3ステップ

１

２

３

購入のお申込み

購入資金のお振込み

購入したコインの確認

専用のフォームより必要事項を入力後、送信してください。

ご希望の購入資金をお振込みください。

購入したコインを専用メンバーサイトにてご確認ください。

S T E P

S T E P

S T E P

▽▽▽ 次項よりそれぞれ詳しくご説明いたします。▽▽▽



S T E P １ 専用フォームよりお申込みください。

必要事項と購入予定金額をご入力ください。

■お申込時に入力する必要事項 
・お名前（必ず本名をご入力ください） 

・メールアドレス 

・電話番号 

・住所 

・購入予定金額（1口10万円から） 

・入金予定日 

※同意事項 
フォーム内にご購入にあたっての同意事項が記載されてい 
ますので、内容を確認の上、チェックマークを入力して送 
信してください。



S T E P ２ 次にご希望の購入資金をお振込みください。

お申込み後、振込先の口座情報をご案内

振込先の口座情報はお申込み後に表示されるページ、 
もしくはご入力いただいたメールアドレスへ 
送信させていただきます。 

■１口１０万円からのご購入となります。 
SIRコインの購入は「口数単位」で計算されますので 
予めご了承ください。 

■ 購入できる購入枚数 
口数あたりの購入枚数は、購入金額÷販売価格にて 
算出が可能です。（小数点第三位を四捨五入） 

（例）1SIR＝1.９円の時に100万円分購入した場合 
1,000,000円÷1.９円＝52,631.58SIR



S T E P ３ 購入したコインをご確認ください。

入金後、1～2営業日以内に反映。購入したコインはメンバーサイトの購入履歴で確認可能。

SIRコインの購入お申込み後に、SIRコインメンバー
サイトの個別アカウントが発行されます。  

メンバーサイトではSIRプロジェクト関連のトピッ
クスに加え、購入したコインの枚数を確認できま
す。  

尚、購入枚数の算出方法、メンバーサイトの閲覧
方法など、ご不明点があればお気軽にお問い合わ
せください。 

※予約販売終了後は、個人ウォレットにて管理で　　
きるようになります。



ご不明な点があれば、お気軽にご連絡ください。 
疑問や不安を即座に解消いたします。

● お申込み手続きが出来ているかどうか不安  
● 入金方法がわからない 
● 入金を済ませたが反映できているか知りたい 
● メンバーサイトの見方がわからない 
● SIRコインの販売価格がわからない 
● 購入後の流れがわからない 
● どのぐらいの利益が出ているのか知りたい  
● 追加購入の方法を教えて欲しい 
● SIRコインの事業の進捗を把握したい　…etc 

お問い合わせはこちら ›

https://sir-project-partners.co.jp/form/mail/


SIGN IR PTE.LTD PRESENTS

“SIR	PROJECT”

日本のカジノIR事業で働くために勉学に努める人々へのご支援と、 

日本の経済発展に期待を込めてご購入ください。

［ 以下のボタンをクリックしてお申込み手続きへとお進みください ］

お申込みはこちら ›
＜＜ お問い合わせはこちら ＞＞

©2018 SIR PROJECT PARTNERS.CO.LTD

https://sir-project-partners.co.jp/form/mail/
https://sir-project-partners.co.jp/aff/form/buy/




日本にカジノは本当にできるのでしょうか？

SIRコインはどんなことに用いられる仮想通貨なのですか？

カジノが完成しないと価値が上がらないのではないでしょうか？

Q 

Q 

Q 

日本政府は日本にカジノIRを作るための法案であるIR実施法案を成立させています。 
日本におけるカジノIR施設は早ければ2023年、遅くても2025年には実現されます。 

SIRコインは、IR 施設で活躍する人材育成、人材紹介に利用することを主な目的とします。また、IR
施設の店舗で決済に利用できたり、教育機関への事業投資や新興国のカジノ施設への事業投資、日本 
のアミューズメントカジノ施設への事業投資、IR施設への事業投資などを想定しています。 日本カジ
ノ学院では授業料の支払いに利用できることが決まっています。

今後カジノIRの準備が進むに連れ、世の中の期待値が増していきます。SIRプロジェクトはカジノIRに
おける人材の育成と紹介を担っているので、その重要性、可能性に気づいた方々がSIRコインを購入す
ることが考えられます。需要が高まれば、当然、価格は高騰していきます。 

A 

A 

A 



１口１０万円とありますが、保有枚数はどのように計算すればいいですか？

SIRコインで本当に大儲けできますか？

Q 

Q 

SIRコインの価格が1SIR＝1.９円の場合に10万円分購入したとすると、100,000円÷1.９円＝52,631.58SIR
となります。（小数点第三位を四捨五入）販売価格については、随時更新されますので当月の価格がわから
ない場合はお問い合わせください。 

大儲けの基準額は人によってさまざまですが、弊社ではSIRコインの価値高騰は極めて可能性が高い
と考えております。SIRコイン購入は、自己責任の元、お買い求めください。

A 

A 

お問い合わせはこちら ›

ご不明な点があれば、お気軽にご連絡ください。 
疑問や不安を即座に解消いたします。

https://sir-project-partners.co.jp/form/mail/




SIRプロジェクトの主な目的

カジノIR事業の活性化

SIRプロジェクトによってカジノIR事業を活性化
① 人材育成：世界中のカジノIR施設などで活躍する人材の育成（ディーラーなど） 
② 人材紹介：世界中のカジノIR施設などで活躍する人材の紹介 
③ 取引決済：IR施設などで活用できる利便性の高い独自決済システムを提供 
④ 事業投資：新興国のカジノ施設やIR施設などへの事業投資 
⑤ 社会貢献：様々な社会問題に収益の一部を寄付



SIRプロジェクトの組織

SIGN IR PTE.LTD（シンガポール）と 
カジノIR事業を仕掛ける重要組織 



今後、さらに国内外の教育機関と提携などを拡張、
推進していきます。

COMING SOON！



SIRコイン予約販売概要

暗号通貨 SIRコイン（サーコイン）

販売価格 １SIR＝１.９円で販売開始

価格変動 販売量に応じて価格を更新

販売期間 予約販売枚数の上限に達し次第終了

購入条件 １口10万円から購入可能（購入月の価格で枚数を算出）

購入方法 専用の購入フォームよりお申込み

振込先 専用の購入フォームよりお申込み後ご案内

管理方法 専用メンバーサイト（購入後、メンバーサイトアカウント発行）

運営元 SIGN IR PTE.LTD（シンガポール法人）



日本政府はカジノを中心としたIR=統合型リゾートの開発に向け、 
様々な法案が可決、成立され、着々と準備を整えています。 
今まで以上に多くの外国人観光客が海外から日本に集まります。 

昨今の仮想通貨バブル同様、日本にカジノIR施設が完成したとき、 
凄まじい経済波及効果を生み出すことになるでしょう。 

そこにはカジノだけでなく、ホテルやレストラン、 国際会議場、  
劇場やショッピングモールなど、 様々な施設が誕生します。 
10～20万人の雇用が生まれると言われています。 

カジノIR産業は世界的にも拡大傾向にあり、IR施設で活躍する 
人材の育成・紹介は巨大な市場を形成しています。 

SIRプロジェクトでは、世界規模で人材紹介事業を推進する為、 
SIRコインを使用するスマートコントラクトを用いた 
人材紹介サイトを開発・運営していくことも計画されています。 

日本の未来の為にも、カジノIR市場を活性化させ、 
SIRプロジェクトを成功に導けるよう努めていきます。 

今後のSIRプロジェクトにどうぞご期待ください。

当資料をご覧の皆様へ

株式会社 Sir Project Partners. 
代表取締役社長　永田 侑大

FROM：株式会社 Sir Project Partners. 
　　　　代表取締役社長 永田 侑大（Yudai Nagata）



SIGN IR PTE.LTD PRESENTS

“SIR	PROJECT”

日本のカジノIR事業で働くために勉学に努める人々へのご支援と、 

日本の経済発展に期待を込めてご購入ください。

［ 以下のボタンをクリックしてお申込み手続きへとお進みください ］

お申込みはこちら ›
＜＜ お問い合わせはこちら ＞＞

©2018 Sir Project Partners.co.ltd

https://sir-project-partners.co.jp/form/mail/
https://sir-project-partners.co.jp/aff/form/buy/



