
フットサル大会 協賛メニューのご案内 

年間24万人が参加するフットサル・サッカー大会 

2014年10月 



スポーツワンとは 

現在、日本国内ではアマチュア向けのスポーツイベントが年間約7,000イベント開催されて
いると言われております。（社団法人 日本イベント産業振興協会調べ） 
スポーツワンではアマチュア向けのスポーツイベントを年間3,000開催しており、全マーケッ
トの約43％のシェアを占めております。 
 また日本国内だけではなく、海外でのイベント開催実績もあり（2012年9月23日開催のジャ
カルタマラソン2012）、スポーツイベントの企画・プロモーション・運営においては、豊富なノ
ウハウと経験を有しています。 
また、アマチュア向けスポーツのウェブサイトを多数運営しておりますので、各種競技のア
マチュアプレイヤーを自前で集客することが可能です。 

様々なイベントの企画・運営か可能！ 
フットサル・サッカー・バスケットボール・マラソン・駅伝・ウォーキング・サイクリング・ゴルフなど、アマチュアスポーツ
プレイヤーが参加するスポーツイベントの他にも、社内運動会や、リクリエーションの企画・運営請負も可能です。 

 
イベント企画から当日の運営までワンストップでサービスご提供！ 
企画から集客、当日の運営、ウェブサイト・各種制作物まで、イベント開催に関わる全ての業務をご提供できます。 
  -イベントの企画・プロモーションコンサルティング 
  -エントリー代行決済システム提供 
  -当日運営・計測・会場装飾・設営の請負 
  -プロモーションツール・装飾物などのデザイン・制作 
  -イベント・協賛企業営業代行 
 

イベントを企画・運営するのはプロ中のプロ！ 
国際的な格闘技イベントや万国博など、トップクラスのイベント企画・運営経験を持つ設立メンバーのノウハウを余
すところなく継承した運営と、徹底したスタッフ研修制度などにより、プロフェッショナルなイベントスタッフが300名以
上在籍しています。 

スポーツワン 

42.9％ 
 



イベント掲載数No.1のアマチュア向けスポーツポータルサイトを展開 

スポーツイベント掲載数No.1 

フットサル・サッカー・バスケットボール・マラソン・駅伝・ウォーキング・ゴルフなどのアマチュアスポーツ 
イベントが年間約5,000掲載されています。特にフットサル、バスケットボールは業界No.1の掲載数です。 

 
スポーツ施設の検索＆予約も可能！ 

全国のフットサルコートを検索・予約できるサイト「フットワンコート予約」、 
Doスポーツポータルサイト「SPORTSONE」では全国のランニングステーション、体育館の検索が可能です。 
 

スポーツのスクール・練習会・講座などの情報も充実！ 

少年向けサッカースクールから、ランニングの練習会、フィットネス教室、スポーツ食事学の講座まで、バリエー 
ション豊富に掲載しています。予約できる教室や講座も多数あり、多くのユーザーにご利用いただいています。 
 
 

元アスリートやプロのトレーナーによるスポーツコラム 

プロのトレーナーやスポーツ栄養学の有資格者によるスポーツコラムも掲載しています。 
ウェブサイトだけでなく、Facebook・メールマガジン掲載することで大きな反響をいただいています。 
 
 

検索順位1位だから新規ユーザーが多数！ 
 
「マラソン大会」Yahoo!1位、Google1位 

「フットサル大会」Yahoo!1位、Google1位 

「バスケ大会」Yahoo!1位、Google1位 

 
アマチュア向けスポーツのウェブサイトを多数運営しており、 
様々なキーワードで検索順位１位で表示されています。フットサル・バス
ケットボールなどのサイトでは、No.1のアクセス数を記録しており、各種
競技のアマチュアプレイヤーを集客することが可能です。 

 
＊2013年12月1日時点の順位です 



フットサル市場 

【日本フットサルリーグ   Fリーグの開幕】 
  日本フットサル連盟により、2007年にフットサルの全国リーグが新設されました。 
  これまでは地方のトーナメントなどの公式戦は多数ありましたが、社会人チームによる 
    本格的な全国リーグが開催されたのはこれが初となります。 
    全国各地に拠点を構えたチームにてリーグ戦を行うという、Jリーグを基準としたホーム   
    チーム制を用い、新たなフットサルファンを多く生み出しています。  
 

【競技人口の爆発的増加】 
    上位の全国リーグをはじめ、公式戦・地方トーナメント・芸能人リーグの開催と共に、 
  着実に競技人口を増やしつつあります。 
    初の世界大会開催から10年程で、10倍以上の競技人口と言われる250～300万人の 
    フットサルファン・プレイヤーがいると言われています。 

競技人口・一般知名度が上昇中！ 
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フットサル人気の理由 
フットサルはサッカーの4分の1ほどのサイズのコートで行われるサッカーに良く似た球技です。 一般
的にはまだサッカーとフットサルの見分けがつき難いという意見もありますが、 実際のルールや競技
人数・対象を知ればサッカーとは違った魅力が多く見受けられます。 
特にここ数年で日本においても競技人数は爆発的に増えています。その理由は以下になります。 

1.年齢・性別を超えた楽しみ 
 最大の魅力は男女・年齢を問うことなく誰しもが 楽しめるという点です。男性女性問わず、誰でも気軽に参加出来ます。年齢は20～30代を中心に、 
 キッズやシニア向けの教室が開かれるなど、 まさに万人に楽しめるスポーツの代表格とも言えます。 

2.少人数であるからこその楽しみ 
 フットサルのプレー人数はゴールキーパーも含め、5名で行われます。サッカーの半数でプレーできるので 少人数でどこでも開催出来る手軽さも 
 支持される大きな要素です。 こういったコートの大きさ・人数なので一人一人がボールに接触する機会が多く、誰にでもゴールシュートの 
 チャンスが回ってくる楽しみもあります。 

3.配慮されたルール 
 サッカーとは違い、安全に配慮されたルール決めが多いのも特徴の一つです。また、こういったルールが女性の参加者が増えている理由でも 
 あります。 フットサルに関する詳しいルール等は、日本フットサル連盟ホームページでご覧になれます。 



スポーツワンのフットサル大会 

年間24万人が参加！日本最大規模の実績！ 
◇フットサル・サッカー大会をダントツ日本最大規模で開催！ 

    年間24万人が参加！（2013年実績） 

◇年間を通じて安定した大会数を開催！お客様のニーズに合わせていつでも協賛・サンプリングが可能！ 

◇大手の飲料メーカー・製薬会社・電話会社・商社などに協賛頂いております。 

 
 

日本最大規模のフットサル総合サイトを運営 
リアル（イベント会場）だけでなく、 

バーチャル（ウェブサイト・スマフォサイト）でも露出します！ 
◇フットサル関連サイトでは日本最大規模の100万PV/月間、ユニークユーザー約20万人！ 

 ウェブサイト・スマフォ電話を活用したプロモーションを展開。 

◇フットサル・サッカー専門誌の数倍の利用者を囲い込むことが可能です。 

アマチュアフットサルプレイヤー・サッカープレイヤーの為に、年間2,500大会以上のフットサル・
サッカー大会の企画・主催・運営を手掛けており、またWEBサイト上では、プレイヤーが気にな
るニュース配信や、メンバー募集・対戦チーム募集掲示板、チーム管理機能の提供、フットサル
コートの検索・予約サイトなどの運営も行っております。 
また、インターネットを利用した日本最大級のフットサルリーグ『スポーツワンフットサルリーグ』
も主催するなど、日本のアマチュアフットサルプレイヤー・サッカープレイヤーが便利に楽しめる
インフラを提供し続けております。 



参加者属性 

スポーツ好きのアクティブなM1層(20代～30代前半)の男性社会人がターゲット 

年齢 割合 

19歳以下 11.1% 

20-24歳 43.0% 

25-29歳 30.9% 

30-34歳 10.6% 

35-39歳 3.6% 

40歳以上 0.8% 

性別 割合 

男性 96.1% 

女性 3.9% 

都道府県 割合 

東京都 52.8% 

神奈川県 23.5% 

埼玉県 14.6% 

千葉県 7.2% 

茨城県 0.5% 

静岡県 0.5% 

栃木県 0.3% 

その他 0.7% 

職業 割合 

高校生以下 1.6% 

大学生 22.6% 

会社員 52.7% 

専門職（医師、弁護士等） 3.9% 

フリーター 3.4% 

販売員 2.7% 

教員 2.0% 

自営業 1.8% 

主婦 1.5% 

その他 7.8% 

※2013年4月～2014年3月の大会参加者実績より 



協賛メリット・プラン 

協賛メリット 

社名もしくは商品名が大会の冠に！ 

 年間を通していつでも協賛・キャンペーンの実施が可能！ 

イベント会場だけでなく、ＷＥＢ・スマフォサイトで月間20万人に露出！ 

サンプリング・チラシ配布も可能！（最大5万個／月） 

会場でブース展開・販売も可能！ 

ポスター・リーフレットをフットサルコートやスポーツショップへ設置！ 

有名選手や芸能人のキャスティングも可能！（オプション） 

協賛プラン 
①年間オフィシャルスポンサー（6～7ページご参照） 
  年間2,500大会を開催し、年間を通してWEB・スマフォサイトやイベント現場で御社名を露出するプランです。 
 

②大会数限定 協賛プラン（8～9ページご参照） 
  年間2,500大会を開催するうち、時期やエリアを絞って協賛ができるプランです。 
  40大会の協賛プランを例に挙げておりますが、ご希望の規模に合わせてプランをご提供いたします。 
 

③けるまつり協賛プラン（10～11ページご参照） 
  年間2,500大会を開催するうち、2ヶ月に1回のペースで、約1,000名が集まるフットサルのお祭りイベント「けるまつり」に 
  協賛いただくプランです。 
  通常大会よりも注目度が高いBIGイベントなので、効率的なアプローチが可能です。 
 

④サンプリングプラン（12ページご参照） 
  20-30代前半にターゲットを絞り、月間最大5万個までのサンプリングが可能です。深いコミュニケーションを伴った 
  サンプリングから、とにかく短期間で大量に配布したいというニーズまで、幅広くお応えします。 



年間オフィシャルスポンサー内容 

WEB・スマフォサイト上や、会場で御社ロゴの露出を行う事により、認知度促進の効果が得られます。通常、4時間以上の拘束が必然となる
スポーツイベントでは、イベント中、常に御社ロゴに接する事となり、効果の高い露出方法となります。 

【サンプリングの様子】 

サンプリング及びチラシ配布 

4～5時間のフットサル・サッ
カー大会中に商品やチラシ
を配布する為、待ち時間に目
を通すプレイヤーが多く、高
い視認率を得ることが出来ま
す。サンプリングについては、
弊社スタッフが責任を持って
行います。 

審判スタッフユニフォーム 

審判スタッフが着用するユニ
フォームへ、社名または商品
のロゴまたはテキストをクレ
ジット致します。 

【撮影時の様子】 

横断幕・撮影用幕 

会場で掲示する横断幕と、参
加者の撮影時に使用する撮
影用幕へ、社名または商品
名をクレジット致します。 
撮影された写真は、大会結
果としてWEB上でアップされ
ますので、効果は絶大です。 

【審判の様子】 

WEB・スマフォサイト 

月間約100万PV、ユニーク
ユーザー約20万人を誇る
WEB・スマフォサイト 。フット
サル業界では日本最大級の
サイトです。 

【WEBサイト】 

メルマガ 

週1回、約5万人の会員（チー
ム代表者）に配信するメルマ
ガに、御社ロゴまたは商品ロ
ゴをクレジットいたします。 

【メルマガ例】 

【スマフォサイト】 

年間を通して様々な媒体に露出 



年間オフィシャルスポンサープラン 

露出内容 
協賛プランA 

（1,200万円/年） 
協賛プランB 
（360万円/年） 

協賛プランC 
（120万円/年） 

WEB・スマフォサイト 想定1,200万imp(12ヶ月) 想定1,200万imp(12ヶ月) 想定1,200万imp(12ヶ月) 

メルマガ配信数 250万通 250万通 250万通 

イベント想定集客 
最大2,500大会 
想定24万人(観客含む) 

最大2,500大会 
想定24万人(観客含む) 

－ 

サンプリング数 想定20万人 － － 

その他 露出 
横断幕、テーブルクロス、 
撮影幕、審判ユニフォーム 

－ － 

エリア 
東京・埼玉・神奈川・千葉・大阪・兵
庫・京都・奈良 

東京・埼玉・神奈川・千葉・大阪・兵
庫・京都・奈良 

東京・埼玉・神奈川・千葉・大阪・兵
庫・京都・奈良 



大会数限定 協賛プラン内容（例） 

【参加想定】 16チーム（160人） 

通常イベント 

全23大会 
東京・神奈川・埼玉・ 

千葉・大阪・兵庫・京都等で開催 

想定参加人数：4,800人 想定サンプリング数：5,500個（観客含む） 

パターン① 

ご招待 

全16大会 
東京・神奈川・埼玉・ 

千葉・大阪・兵庫・京都等で開催 

予選イベント 

大会期間・エリア・参加者の属性を絞り、例えば40大会を自由にアレンジして協賛いただくことが可能です。 
ターゲット層へ効率的なアプローチを致します。 

決勝イベント 

【参加想定】 192チーム（1,920人） 

ウルトラ 
ビギナー 

7大会 

スーパー 
ビギナー 

8大会 

男女ミックス 
4大会 

レディース 
4大会 

【参加想定】 276チーム（2,760人） 

通常イベント 

・ターゲットを社会人のみとした大会例 

社会人限定 
スーパービギナー 

12大会 

社会人限定 
オープン 
8大会 

社会人限定 
ミックス大会 

4大会 

社会人限定 
レディース 

4大会 

社会人限定 
ウルトラビギナー 

12大会 

【参加想定】 480チーム（4,800人） 

決勝大会 
16チーム 

パターン② 



大会数限定 協賛プラン料金（例） 

想定400万imp 

4ヵ月(募集期間・結果告知期間含む) 

48万通 

大会専用リーフレット10,000枚、ポスター300枚、横断幕20枚、 
ノボリ30枚、テーブルクロス10枚、ブース出展(決勝イベント) 
 

※横断幕・のぼり・テーブルクロスのデザイン・制作費は別途料金となります。 

WEB露出期間 

大会WEBサイト 

メルマガ配信数 

その他露出 

イベント想定集客 
40大会(通常39大会＋決勝イベント1大会) 
想定5,500人(観客含む) 

協賛金1,000万円 40大会プラン 

エリア 東京・埼玉・神奈川・千葉・大阪・兵庫・京都など 



けるまつり協賛プラン内容 

想定参加人数：6,000人 想定サンプリング数：7,200個（観客含む） 

約2ヶ月に1回、約1,000名が集まるフットサルのお祭りイベント「けるまつり」を開催！ 
通常大会よりも注目度が高いBIGイベントなので、効率的なアプローチが可能！ 



けるまつり協賛プラン料金 

想定1,200万imp 

12ヵ月(募集期間・結果告知期間含む) 

150万通 

大会専用リーフレット60,000枚、ポスター1,200枚、横断幕20枚、 
ノボリ30枚、テーブルクロス10枚、ブース出展 
 

※横断幕・のぼり・テーブルクロスのデザイン・制作費は別途料金となります。 

WEB露出期間 

大会WEBサイト 

メルマガ配信数 

その他露出 

イベント想定集客 12大会・想定6,000人(観客含む) 

協賛金1,200万円 
けるまつり 
協賛プラン 

エリア 東京・埼玉・神奈川・千葉・大阪・兵庫・京都など 



サンプリングプラン（例） 

想定400万imp 

4ヵ月(募集期間・結果告知期間含む) 

48万通 

キャンペーン専用リーフレット10,000枚、ポスター300枚、 
横断幕20枚、テーブルクロス20枚 
 

※横断幕・のぼり・テーブルクロスのデザイン・制作費は別途料金となります。 

WEB露出期間 

大会WEBサイト 

メルマガ配信数 

その他露出 

イベント想定集客 300大会・3万人(観客含む) 

費用概算240万円（送料込） 
サンプリング 
3万個プラン 

エリア 東京・埼玉・神奈川・千葉・大阪・兵庫・京都など 



サイトメニュー 

項目 スペシャルバナー 大型バナー 通常バナー 

想定imp 1300,000imp/月 

想定CTR 0.62％(平均) 0.48％(平均) 0.28％(平均) 

検索エンジンでも｢フットサル｣｢フットサル大会｣等のキーワードで検索した場合に上位にランクされ、 
フットサル関連ではダントツのアクセス数を誇る｢日本最大｣のフットサル関連サイトです。 
 
当サイトのユーザーは「フットサル・サッカーに関する情報（大会・コート検索・リーグ情報・スクール情報など）を探しに
来る」という明確な意思がある為、フットサル・サッカープレーヤーに特化したターゲットへの訴求が可能です。フットサ
ル商品や大会関連バナーのクリック率が高まる事もこのサイトの特徴と言えます。 
 
※バナーをご掲載いただくと、コート予約サイト・大会情報サイト・スクール情報サイト・リーグ情報 
 サイト・チーム管理サイトの5つのサイトに同時掲載されます。 

名称 サイズ 

料金 

期間 料金 月単価 
想定imp
単価 

想定
CPC 

スペシャル 

バナー 

(SB) 

横468pxl ｘ  

縦60pxl 

（60KB以内） 

1ヶ月 150,000円 150,000/月 0.12円 18.6円 

3ヶ月 390,000円  130,000/月 0.10円 16.1円 

6ヶ月 720,000円  120,000/月 0.09円 14.9円 

大型バナー 

(BB) 

横200pxl ｘ  

縦200pxl以内 

（35KB以内）  

1ヶ月 80,000円 80,000/月 0.06円 12.8円 

3ヶ月 192,000円 64,000/月 0.05円 10.3円 

6ヶ月 336,000円 56,000/月 0.04円 9.0円 

通常バナー 

(NB) 

横200pxl ｘ  

縦100pxl以内 

（15KB以内）  

1ヶ月 50,000円 50,000/月 0.04円 13.7円 

3ヶ月 120,000円 40,000/月 0.03円 11.0円 

6ヶ月 210,000円 35,000/月 0.03円 9.6円 <http://www.futone.jp/> 

≪バナーサイズ・料金(税別)≫ 

≪想定imp/想定CTR≫ 

スペシャルバナー 

大 
型 
バ 
ナ 
｜ 

通 
常 
バ 
ナ 
｜ 

基礎データ 

アクセス数 約100万PV/月 

ユーザー数 約20万人/月 

ユーザー属性 

男女比 
男性：81％ 

女性：19％ 

年齢構成 10～19歳：11％ 

20～29歳：62％ 

30～39歳：24％ 

40～49歳：2％ 

50歳以上：1％ 

職業 学生：21％ 

会社員：66％ 

自営業：5％ 

フリーター：3％ 

主婦：1％ 

その他：4％ 



その他 

商品名 サイズ 数量 金額(税別) 

横断幕制作費(デザイン費、発送費込み) 900mm×2,000mm 
8枚 
4枚 

￥350,000 
￥220,000 

のぼり制作費(デザイン費、注水台、発送費込み) 450mm×1,800mm 
30本 
10本 

￥250,000 
￥150,000 

テーブルクロス制作費(デザイン費、発送費込み) 2,000mm×2,200mm 2枚 ￥150,000 

スポンサーボード 2,060mm×2,912mm 1式 ￥150,000 

横断幕 例 のぼり 例 スポンサーボード 例 



事例 

企業名 
大会名 
プロモーション対象商品 
目的 
特徴 

◆大会形式 

協賛大会数 参加人数 期間 エリア 

予選大会79大会 
決勝大会（ビックイベント）1大会 

約13,000名参加 
5ヶ月 

(募集期間・結果告知期間込み) 
東京・埼玉・神奈川・千葉 

◆規模 

： ロート製薬株式会社 
： OXY CUP フットサルトーナメント2008 
： OXY(男性用スキンケア) 
： 20代前後の購買層に向けたブランディング・商品体験機会の提供 
： 1万人以上が参加した日本最大のフットサル大会 

カテゴリー／大会数 

全79大会 
東京・神奈川・埼玉・千葉で開催 

優勝した16チームを 
決勝へ無料招待 

全16大会 
東京・神奈川・埼玉・千葉で開催 

オープンカテゴリー予選大会 オープンカテゴリー決勝大会 

【募集チーム】 1大会あたり16チーム 

ウルトラビギナー 
19大会 

スーパービギナー 
21大会 

男女ミックス 
13大会 

学生 
10大会 

決勝大会 
16チーム 

オープン 
16大会 

【募集チーム】 1大会あたり16チーム 



事例 

横断幕・テーブルクロス・のぼり オリジナルユニフォーム 
（予選大会賞品） 

オリジナルフットサルボール 
（予選大会賞品） 

スポンサーボード 撮影用幕 

オリジナルＴシャツ・トートバック 
（サンプリング時着用） 

大会結果ページ 

大会募集ページ 

ポスター・リーフレット 

フリーペーパー 
バナー掲出 



スポーツワンとは 

巨大横断幕（決勝大会） 大会風景 特別ゲスト AKB48（決勝大会） 

特別ゲストとMC（決勝大会） ブース出展風景 サンプリング風景 



お問合せ先 

1.「するスポーツ」ポータルサイト事業 
 

スポーツは「見るスポーツ」と「するスポーツ」の二つに分類することができます。ス
ポーツワンでは、「するスポーツ」に特化した情報・コミュニティサイト「SPORTSONE」
を運営しております。スポーツをする人が知りたい情報を幅広くかつ深く網羅してお
り、年間100万人以上が訪れています。 

事業紹介 

2. スポーツイベント企画・運営事業 
 

弊社では全マーケットの40％以上に当たる年間3,000イベント（2013年実績）を開催
しております。日本国内にとどまらず、海外での開催実績もあり、スポーツイベント
の企画・プロモーション・運営においては、国内トップクラスの豊富なノウハウと経験
を有しています。 

3. スポーツ施設事業 
 

100施設以上のスポーツ施設と事業を行ってきた経験とノウハウを生かした、スポー
ツ施設の企画・設計・運営・コンサルティング・プロモーションを行っています。東京・
江東区のフットサル施設「スポーツワン東陽町」を運営しており、この施設は、稼働
率75％以上と驚異的な稼働率を誇っております。（通常のフットサル施設が平均稼
働率30～50％） 

4. スクール事業 
 

少年向け・成人向けサッカー、フットサル、バスケットボール、ランニングのスクール
紹介・運営をしております。 

5.「プロスポーツ選手キャスティング事業 
 

プロスポーツ選手の講演、TV・CM出演、トークショー、イベント出演、取材などの
キャスティング・マネージメント事業を行っています。 

6. サッカー・フットサル施設会員管理 ・予約管理ＡＳＰ 
 

現在、同じ予約システムではNo.1の全国90のフットサル・サッカー施設様にご利用いた
だいております。 

7. スポーツイベントエントリー決済ＡＳＰ 
 

エントリー代行・決済機能システムの提供とスポーツイベントの検索・申し込みがで
きるポータルサイトの運営を行っています。 

8. スポーツ保険代理事業 
 

総合スポーツ・レジャー保険、ゴルフ保険、こども保険の３プランをご用意。 



お問合せ先 

株式会社スポーツワン 
 
2001年7月6日（平成13年）  
 
武田 利也  
 
300名 （パート・アルバイト含む） 
 
本社 
〒154-0012 東京都世田谷区駒沢1-4-15  真井ビル5F 
Tel 03-5431-5571   Fax 03-5431-1665 
 
大阪支社  
〒540-0012 大阪府大阪市中央区谷町1-3-5  
アンフィニィ天満橋ビル4F 
Tel 06-6809-5980   Fax 06-6809-5965 
 
株式会社電通 
株式会社博報堂 
株式会社博報堂DYメディアパートナーズ 
株式会社読売広告社 
株式会社日本経済広告社 
株式会社ナイキジャパン 
ミズノスポーツサービス株式会社 
東急スポーツシステム株式会社 
KDDI株式会社 
株式会社ぐるなび など 
 
http://www.sportsone.jp 
 

 

 

担 当：宮下 正樹 

MAIL：miyashita@sportsone.co.jp 

 

会社概要 

商 号 
 

設 立 
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