
契約締結の背景

　スケートボード ・ BMX は東京五輪から正式種目として採用され、 日本人選手のメダルラッシュにより日本国内でも非常に注目されている

競技となっております。 ストリートスポーツ競技を中心に、 音楽やアートといった多様でエッジの効いたカルチャーと融合している 「X 

Games」 は、 他スポーツにはない魅力を持つ唯一無二のスポーツ大会であり、 Yogibo の掲げる 「ファッショナブル ・ 最先端 ・ イノベーティ

ブ」 に合致しており非常に親和性が高いと考えております。

　また、 「X Games」 はアメリカのメディア ・ エンターテインメント企業大手スポーツ専門チャンネルである 「ESPN」 による主催という強み

を活かした圧倒的なテレビでの露出の他、 年々拡大する SNS でのリーチ数など、 グローバルに拡散する圧倒的なメディアパワーを誇ります。

弊社は 「Yogibo」 を世界に展開する Yogibo LLC. の買収を行い、 本格的にグローバルにビジネスを展開していく中、 「X Games 

Chiba 2022」 への協賛は 「Yogibo」 の世界的な認知拡大、 並びにブランドイメージ向上を図れると判断し、 この度のタイトルパートナー

契約を締結するに至りました。

X Gamesとは

　1995 年に米国で始まった 「X Games」 は、これまでに世界 12 カ国で累計 600 万人以上を熱狂させてきた世界最大のアクションスポー

ツの国際競技会です。 夏季はスケートボード ・ BMX ・ Moto X、 冬季はスキーとスノーボードのトップアスリートたちが活躍し、 25 年以上

もアクションスポーツシーンで絶大なる影響を与え続けてきました。 夏と冬の年 2 回、 米国で定期的に開催される他、 X Games 

Europe/X Games Latin America/X Games Asia など、 世界各地での派生展開もあり、 アクションスポーツシーンを最先端で牽引す

る大会として広く全世界に知られております。 競技によっては、 オリンピックやワールドカップよりも高い格付けとなる X Games は世界最

高峰のライダーアスリートたちが目指す最高の知名度と格付けを誇る大会となっております。

　また、 「X Games」 は、 世界中が注目するアクションスポーツの競技大会でもあり、 カルチャーイベントでもあります。 今大会においても

音楽／飲食／アートなど、 イベントを通してさまざまな楽しみが見つかるフェスティバルのような体験が待っています。

なお、 日本初開催の今大会は日本のテレビ局をはじめ、 世界 192 ヶ国・5 億世帯超の放送網を持つ米国のスポーツ専門チャンネル 「ESPN」 

のネットワーク及びさまざまな国際放送、 各国ローカルテレビ局などを通じて全世界で放送されます。

　快適すぎて動けなくなる魔法のソファ 「Yogibo」 を運営している株式会社ウェブシャーク （大阪市中央区／代表取締役 木村誠司） は、 世

界最大のアクションスポーツ国際競技会 「X Games」 が日本初開催する 「X Games Chiba 2022」 へタイトルパートナー契約を締結い

たしました。

Yogiboがタイトルパートナーに。
X Games Chiba 2022
日本初開催 世界最大のアクションスポーツ大会
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X Games Chiba 2022 Presented by Yogibo競技ラインナップ

男子スケートボードパーク（Men’ s Skateboard Park）
女子スケートボードパーク（Women’ s Skateboard Park）

男子スケートボードストリート（Men’ s Skateboard Street）
女子スケートボードストリート (Women’ s Skateboard Street)

BMX パーク （BMX Park)
BMX ストリート （BMX Street)
BMX フラットランド（BMX Flatland）

モトエックス ベストウィップ（Moto X Best Whip）
モトエックス フリースタイルデモ（Moto X Freestyle Demo）

大会タイトルマーク

■縦バージョン ■横バージョン

「X Games Chiba 2022」 開催概要

名称 ： X Games Chiba 2022 Presented by Yogibo　（エックスゲームズチバ 2022 プレゼンティッドバイヨギボー）

日程 ： 2022 年 4 月 22 日 ( 金 ) ・ 23 日 ( 土 ) ・ 24 日 ( 日 )

会場 ： ZOZO マリンスタジアム　千葉県千葉市美浜区美浜 1

主催 ： X Games Japan 組織委員会

オフィシャルサイト ： https://xgamesjapan.com
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・快適すぎて動けなくなる魔法のソファ「Yogibo」の運営 http://yogibo.jp　

・世界初エッグウィッチ専門店「ドン・ウォーリー・エッグウィッチ」の運営  http://eggwich.jp

・持続的な社会課題解決を目指す広告 「TANZAQ(タンザク)」 http://tanzaq.jp 

商 号 ：株式会社ウェブシャーク

：代表取締役　木村 誠司

：〒541-0048　大阪市中央区瓦町3丁目 6-5 銀泉備後町ビル 2F

：2002年2月1日

代 表 者

所 在 地

設 立

事業内容

会  社  概  要

Yogibo について

　ビーズソファをはじめインテリア家具 ・ 生活雑貨などリラックスアイテムを取り扱うライフスタイルブランド。

Yogibo のビーズソファは従来型のビーズクッションとは異なり、 1 つでベッド ・ ソファ ・ リクライニングチェアなど、 用途に合わせて形状を

自由に変化させることができます。 デザイン性も高い最先端のインテリアとして、 ご自宅だけでなくホテルや温泉旅館、 キャンプやグランピン

グ施設、 オフィスでのビジネスシーンなど、 様々な場所で活用頂いています。 現在、 世界 8 ヶ国で展開しております。

　また、 Yogibo は 「Yogibo Racing」 として 『Fanatec GT World Challenge Asia Powered by AWS』 への参戦、 更に日本初の女性プロサッ

カーリーグ 「WE リーグ」 やプロ e スポーツチーム 「REJECT」 への協賛、 聴覚や視覚など感覚過敏の症状がある人でも安心して落ち着いた

環境でスポーツ観戦を楽しむことができる 「センサリールーム」 のプロデュース ・ 普及活動、 被災地への支援活動など、 社会への貢献を通し

て “ストレスのない社会を実現する” ことを目指し活動しております。

安心して観戦できる「センサリールーム」Yogibo Racing 2022 参戦車両 プロeスポーツチーム「REJECT」
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