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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！

「スポーツ大会」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



サンプリングの優位性

好景気で大量消費される時代には、なるべく多くの人に知って貰えるマスメディア戦略は有効でしたが、

昨今のような不景気で情報が溢れ返っている時代には、様々なチャネルから様々なアプローチが必要です。

コミュニケーションの広さを競えばマスメディアに勝つことは出来ませんが、コミュニケーションの深さを

求めるにはサンプリングが非常に有効です。

最近のマーケティングのトレンドによってサンプリングが再び注目を浴びています。

■サンプリングの優位性

・使用体験はサンプリング以外の他のメディアでは出来ません。

・ターゲットに直接接触しているので距離が短いです。



スポーツワンのサンプリング特徴

① ターゲットを絞ったユーザーへの配布が可能！

※20～30代前半のアクティブなスポーツプレイヤー

※50～70代の健康志向が強い方

② 年間を通して、どの時期でも配布可能！

③ 月間最大5万個の配布が可能！(フットサル大会)

※スポーツワン主催イベントは月間最大1万個、フットサル施設での配布は月間最大4万個。

※バスケットボール大会とウォーキング大会は月間最大5千個まで。

※配布商品により配布可能数量は異なります。詳細はお問い合わせください。

③ サンプリング商品を参加者1人ずつに手配り！！

④ 横断幕やポップなどの設置も可能！

フットサル・サッカー、バスケットボール大会の参加者は、大会が開始して終了するまでの4～5時間程度、フットサルコートやバスケットボー

ル会場周辺に拘束される状態になりますので、試合待ちのチームや大会終了後のチームに、街頭サンプリングとは違った深いコミュニケーショ

ンを伴ったサンプリングが可能です。

また、参加者へのアンケート調査も可能ですので、商品開発等のマーケティングにもイベント会場をご利用頂けます。

(アンケート調査費用はサンプリングとは別途ご請求となります。)



サンプリング開始の流れ

ＳＴＥＰ1 ご依頼（御社）

ＳＴＥＰ2 サンプリング商品の納品（御社）

ＳＴＥＰ3 サンプリング商品の各イベントへの仕分け・発送（スポーツワン）

ＳＴＥＰ4 イベント会場でのサンプリング（スポーツワン）

お電話、もしくはメールにてご依頼下さい。
メールにてご依頼いただく場合は、以下必要事項を明記の上、info@sportsone.co.jpに送信してください。
必要事項：御社名、ご担当者名、ご担当者のメールアドレス、ご担当者様のお電話番号、御社電話番号、
ご希望のサンプリング個数、ご希望のサンプリング実施期間

サンプリング商品をまとめて弊社にお送り頂きます。
商品管理は弊社提携のスポーツワン秩父倉庫にて行います。
＊配布個数、商品の重さや個数によって送り先は変更になる場合もございます。

ご品頂きました、サンプリング商品は関東全域で行われてる弊社主催のイベントに、
参加チーム数に応じて、発送致します。
サンプリング会場に関しましては、弊社提携の会場であればご指定いただくことも可能です。

会場に届きましたサンプリング商品は、弊社スタッフが参加者1人1人に手配り致します。
簡単にではありますが、商品説明もさせていただきます。

mailto:hasegawa@sportsone.co.jp


参加者属性（フットサル・サッカー大会）

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



参加者属性（バスケットボール大会）

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

※2013年4月～2014年3月の大会参加者実績より

年齢 割合

19歳以下 6.1%

20-24歳 36.4%

25-29歳 36.0%

30-34歳 13.6%

35-39歳 5.1%

40歳以上 2.8%

性別 割合

男性 89.3%

女性 10.7%

都道府県 割合

東京都 54.2%

神奈川県 19.2%

埼玉県 9.3%

千葉県 13.1%

茨城県 2.8%

その他 1.4%

職業 割合

高校生以下 0.5%

大学生 18.7%

会社員 67.8%

専門職（医師、弁護士等） 2.8%

フリーター 1.9%

販売員 0.5%

教員 0.5%

自営業 0.5%

主婦 7.0%

その他 0.5%



参加者属性（ウォーキング大会）

健康志向が強い50代～70代がターゲット

※2013年4月～2014年3月の大会参加者実績より

年齢 割合

40歳以下 3.0%

50歳代 18.0%

60歳代 43.0%

70歳代 33.0%

80歳以上 3.0%

性別 割合

男性 41.0%

女性 59.0%

属性 割合

会社員 18.0%

主婦 48.0%

その他 34.0%

※その他の大部分は定年退職されている方



スポーツワン主催イベント配布プラン

配布期間 ： 随時
配布対象 ： 前頁「参加者属性」ご参照
配布地域 ： 東京・神奈川・埼玉・千葉・大阪・兵庫
配布場所 ： フットサルコート、公共体育館、ウォーキング会場（主に都内の公園）

商品名 配布数 期間 サンプリング単価

普通 5,000～20,000個まで 1～3ヶ月程度 ￥50

大盛り 20,001個～40,000個 2～4ヶ月程度 ￥40

特盛り 40,001個以上 4ヶ月以上 応相談

■料金体系

＊上記に記載しております料金は基本料金になります。サイズ・重さによって異なる場合が

ございますので、あらかじめご了承ください。

＊お客様から弊社への発送費、弊社から大会会場への発送費は、別途 ご請求となりますので、

あらかじめご了承ください。

＊配布地域を絞ることも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

試算

サンプリング数10,000個、配布期間2ヶ月以内

￥800,000 ※配送料・配布マニュアル制作費込み

プレイヤー1名ずつに配布できる密接なサンプリングが特徴



フットサル施設配布プラン

配布期間 ： 随時
配布対象 ： フットサル施設利用者
配布地域 ： 東京・神奈川・埼玉・千葉・大阪・兵庫
配布場所 ： フットサル施設

商品名 配布数 期間 サンプリング単価

普通 10,000～30,000個まで 1ヶ月程度 ￥40

大盛り 30,001個～50,000個 1～2ヶ月程度 ￥30

特盛り 50,001個以上 2ヶ月以上 ￥20

■料金体系

＊上記に記載しております料金は基本料金になります。サイズ・重さによって異なる場合が

ございますので、あらかじめご了承ください。

＊お客様から弊社への発送費、弊社から大会会場への発送費は、別途 ご請求となりますので、

あらかじめご了承ください。

＊施設利用代表者へチームメイト全員分をまとめて配布という方法でサンプリングいたします。

試算

サンプリング数40,000個、配布期間2ヶ月以内

￥1,600,000 ※配送料・配布マニュアル制作費込み

短期間で数多く配布できるサンプリングが特徴



料金体系 オプション

商品名 サイズ 数量 金額(税別)

ポスター制作費(デザイン費、印刷費、発送費) A2(片面) 100枚 ￥200,000

チラシ制作費(デザイン費、印刷費、発送費) B5(片面) 10,000枚 ￥200,000

専用WEBサイト制作費 ー 1ページ ￥200,000

横断幕制作費(デザイン費、印刷費、発送費) 1,800mm×3,000mm 10枚 ￥400,000

のぼり制作費(デザイン費、印刷費、発送費) 450mm×1,800mm 30本 ￥250,000

アンケート調査 ー 100名 ￥20,000

＊上記に記載しておりますサイズ・数量以外をお考えの際は、別途お問い合わせください。

＊アンケートは弊社定型のフォーマットを利用させて頂きます。お客様から頂くアンケート用紙は対応できませんので、予めご了承ください。

ポスター(A2判)例 チラシ(B5判)
例

WEBサイト例 横断幕例 のぼり例 アンケート例



事例1-1

キャンペーン名 ： “チームリゲイン量産プロジェクト”フットサルdeリゲインキャンペーン
企業名 ： 第一三共ヘルスケア株式会社
サンプリング商品 ： リゲイン
目的 ： スポーツを活用した新たなリゲインユーザーの獲得

概要

No 項目 詳細 数量・期間

1 サンプリング 企画費・会場への配送費含む 300大会実施

2 WEBバナー(制作費・掲載費) FUTONESTOCK TOPバナー 4ヶ月間

3 大会専用WEBサイト制作費 大会専用特設ページ 1ページ

4 メルマガ 120,000通(15,000通/回×8回)

5 チラシ配布 参加者配布、スポーツショップ・フットサル場設設置 10,000枚

6 ポスター設置 関東圏フットサル場 50施設

7 制作物 横断幕・チラシ・ポスター・ユニフォーム・ビブス

8 会場露出 制作物同様

◆協賛メニュー

プラン名 大会数 期間 エリア

サンプリング・WEBキャンペーン 350大会(30,000名参加) 4か月 東京・埼玉・神奈川・千葉

◆商品プラン



事例1-1

キャンペーン名 ： “チームリゲイン量産プロジェクト”フットサルdeリゲインキャンペーン
企業名 ： 第一三共ヘルスケア株式会社
サンプリング商品 ： リゲイン
目的 ： スポーツを活用した新たなリゲインユーザーの獲得

概要



事例2-1

キャンペーン名 ： VAAMサンプリングキャンペーン
企業名 ： 明治乳業株式会社
サンプリング商品： VAAM（飲料）
目的 ： フットサルプレイヤーへの体験人数増加

概要

No 項目 詳細 数量・期間

1 サンプリング 企画費・配布施設への配送費含む 100施設で実施

2 チラシ設置 全国のフットサル場100施設 100施設

3 ポスター設置 全国のフットサル場100施設 100施設

4 制作物 チラシ・ポスター

5 メルマガ 60,000通(15,000通/回×4回)

◆協賛メニュー

プラン名 大会数 期間 エリア

サンプリングキャンペーン 100施設（150,000本） 2か月 全国

◆商品プラン



事例2-1

キャンペーン名 ： VAAMサンプリングキャンペーン
企業名 ： 明治乳業株式会社
サンプリング商品： VAAM（飲料）
目的 ： フットサルプレイヤーへの体験人数増加

概要



事例3-1

イベント名 ： 森永ミルクキャラメルサンプリングキャンペーン
企業名 ： 森永製菓株式会社
対象商品 ： 森永ミルクキャラメル
目的 ： 購買層である60代以上の方に、更なる商品の認知度アップとサンプリング

概要

No 項目 詳細 数量・期間

1 サンプリング 企画費・会場への配送費含む 20イベント実施

2 メルマガ 100,000通(20,000通/回×5回)

3 チラシ配布 参加者配布、他社ウォーキングイベント会場 10,000枚

4 制作物 抽選賞品ノベルティグッズ

◆協賛メニュー

プラン名 大会数 期間 エリア

サンプリングキャンペーンプラン
20イベント

(10,000名参加)
6カ月

(募集期間込み)
東京・埼玉・神奈川・千葉

◆商品プラン



事例3-1

イベント名 ： 森永ミルクキャラメルサンプリングキャンペーン
企業名 ： 森永製菓株式会社
対象商品 ： 森永ミルクキャラメル
目的 ： 購買層である60代以上の方に、更なる商品の認知度アップとサンプリング

概要



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 東京都世田谷区太子堂4-1-1
キャロットタワー19階
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：木村美紀子

MAIL：mikiko.kimura@sportsone.co.jp

会社概要
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