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媒体紹介 

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。 
 
 

アマチュア向けスポーツ関連ウェブサイトを多数展開 

「スポーツ大会」 
　YAHOO!１位、Google１位 
「フットサル大会」 
　YAHOO!１位、Google１位 
「マラソン大会」 
　YAHOO!4位、Google3位 
「バスケットボール大会/バスケ大会」 
　 YAHOO!１位、Google１位 
＊2016年6月1日現在の順位です 

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。  



広告メニュー：主要ページパッケージプラン 

サイズ 期間 枠数 金額(税別) 

横728px×縦90px 

1ヶ月 

1 

￥200,000　　 

3ヶ月 ￥540,000 

6ヶ月 ￥960,000 

バナー設置位置 
様々なスポーツ大会の検索ページに掲載されます。スポーツイベン
トへの参加を目的としたスポーツや健康に関心の高いターゲットへ
の訴求が可能です。特定のスポーツではなく幅広く、より多くの
ユーザーに露出したい方におすすめです。 

http://www.sportsone.jp/ 
http://www.sportsone.jp/taikai/ 
http://www.sportsone.jp/running/ 
http://www.sportsone.jp/futsal/ 
http://www.sportsone.jp/soccer/ 
http://www.sportsone.jp/basketball/ 
http://www.sportsone.jp/society/ 
http://www.sportsone.jp/tennis/ 
http://www.sportsone.jp/golf/ 
http://www.sportsone.jp/walking/ 
※PCサイトのみ設置 

■対象URL 

■価格表 

※PCサイトのみ設置 



広告メニュー：ランニングプラン 

名称 サイズ 期間 金額(税別) 

スペシャルバナー 横728px×縦90px 1ヶ月 ￥100,000　　 

イベントバナー 横295px×縦167px 1ヶ月 ￥50,000 

スペシャルバナー 
ランニング大会、ランニングスクール、ランニングステーション、ラン
ニングコースなど、ランニングに関する情報を提供しているページに掲
載されます。 
※イベントバナーの位置はお選び頂けませんのでご了承ください 
 

http://www.sportsone.jp/running/ 
http://www.sportsone.jp/running/school/ 
http://www.sportsone.jp/running/station/ 
http://www.sportsone.jp/running/course/ 

■対象URL 

■価格表 

イベントバナー 

※スペシャルバナーはPCサイトのみ設置 
※イベントバナーはPCサイト・スマホサイトに設置 
※イベントバナーはSPORTSONEでエントリー受付しているイベントのみ設置可能 
※イベントバナーはhttp://www.sportsone.jp/running/ 及びスマホサイトのみ設置可能 



広告メニュー：フットボールプラン 

名称 サイズ 期間 金額(税別) 

スペシャルバナー 横728px×縦90px 1ヶ月 ￥150,000　　 

スペシャルバナー 
フットサル大会、サッカー大会の検索サイトです。ユーザーはフット
ボールイベントへの参加を目的とした方が中心となります。 

http://www.sportsone.jp/futsal/ 
http://www.sportsone.jp/futsal/m/ (スマホサイト) 
http://www.sportsone.jp/soccer/ 
http://www.sportsone.jp/society/ 
 
※同時に弊社運営サイトFUTONEの以下ページにも掲載されます 
http://www.futone.jp/ 
http://www.futone.jp/futonestock/ 

■対象URL 

■価格表 

※スマホサイトは320px×50px 



広告メニュー：バスケットボールプラン 

名称 サイズ 期間 金額(税別) 

スペシャルバナー 横728px×縦90px 1ヶ月 ￥80,000　　 

スペシャルバナー 
バスケットボール大会の検索サイトです。ユーザーはバスケットボール
イベントへの参加を目的とした方が中心となります。 

http://www.sportsone.jp/basketball/ 
http://www.sportsone.jp/basketball/m/ (スマホサイト) 
 
※同時に弊社運営サイトHOOPONEの以下ページにも掲載されます 
http://www.hoopone.jp/ 

■対象URL 

■価格表 

※スマホサイトは320px×50px 



広告メニュー：メールマガジン 

名称 対象 回数 金額(税別) 

全会員 PC・スマホ 1回 ￥5/通　　 

種目限定 PC・スマホ 1回 ￥10/通　　 

地域限定 PC・スマホ 1回 ￥10/通　　 

種目×地域限定 PC・スマホ 1回 ￥20/通　　 

広告スペース 

スポーツワンの会員向けメールマガジンになります。 
全会員への配信はもちろん、種目ごと・地域ごとのセグメントが可能です。 

■価格表 

名称 サイズ 

画像 横300px(固定)×縦300px以下 

テキスト 題名：50文字以下　本文：300文字以内 

■詳細情報 

※上記画面はイメージとなり、変更になる場合がございます ※各メニューの配信数は日々増えておりますので、配信を希望される場合、弊社担当ま
でお問い合わせください。 



広告メニュー：Facebook投稿 

名称 回数 金額(税別) 

Facebook投稿 1回 ￥30,000　　 

10万人以上のファンを抱えるスポーツワン公式Facebookページへの投稿
になります。このページのファンはスポーツワン主催大会の参加者を含む、
Doスポーツ愛好者です。種目などのセグメントが出来ない代わりに「い
いね」「コメント」「シェア」が付きやすい内容の投稿であれば、数万単
位の方にリーチできる魅力的なメニューとなっております。 

■価格表 

名称 サイズ 

画像 1枚必須　※サイズ指定なし 

テキスト 500文字以内(リンクURL含む) 

■詳細情報 

※上記画面はイメージとなり、変更になる場合がございます 

※ファン数は日々変化しておりますので、配信を希望される場合、弊社担当までお問い
合わせください。 



ブランドコンセプト 

RE SPORTS , RE WORLD 
 

体を動かす。 
子供のころ夢中になって走り回った喜びを、大人になっても続けたい。 
私たちはすべての人に、スポーツを通じて 
体を動かすきっかけを作りだしたいと考えています。 
 
 
スポーツは健康な体を作り、心を前向きに楽しくします。 
仲間とプレイすることで、絆が深まり、より良い人間関係を築きます。 
私たち「スポーツ」+「楽しい」を追求し、さまざまな地域に人を呼び集め、 
笑顔あふれる街を作りだしたいと考えています。 
 
 
RE SPORTS,RE WORLD 
 
 
あなたの心と体を1つにするスポーツ。 
あなたと誰かを1つにするスポーツ。 
そして、スポーツを通じて世界中が1つになる。 
それがスポーツワンの願いです。 



事業紹介 
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。 

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。 



会社概要 
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 （2016年6月） 
 
本社 
〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町3984-1 
Tel 045-507-5321   Fax 045-507-1821 
 
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 
 

商 号 
 

設 立 
 

代表取締役 
 

従 業 員 
 

所 在 地 
 
 
 
 
 
 
 
 

主な取引先 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U R L 
 
 
 
 

問い合わせ 


