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人と人をつなぐ。

“共感”を生む。

スポーツは日々を豊かにしてくれる。
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そんなスポーツの力をすべての人へ。

03
株式会社フロムワン｜CONFIDENTIAL



Business
Model

Media
Soccer

Basketball
Baseball

Influence

Buzz

Trend

Topic

Play
Production &

Support

フロムワンの
提供サービス

フロムワンの
顧客（=資産）

スポーツ
観戦層

Do
スポーツ層

運営元・興行主
権利元

BEST
SOLUTION

using
Sportsユーザー

（閲覧者・視聴者・読者etc.）
※メディアの熱狂的ファン含む

顧客
（クライアント各社）

課題
解決

提供

提供

支援

利用

活用

提供

応援

利用

スポーツ施設・スクール
イベント

制作支援

集客支援 協賛支援

PR支援

スポーツ愛好者
（成人～子ども）

※サービス・イベントの熱狂的ファン含む

熱狂的
サポーター

WEB・APP

各種SNS

動画
雑誌

競技団体
チーム

選手Reaction

スポーツをあらゆる企業様の力に。
各種自社展開のサービス、ノウハウ、
顧客、コネクション、知見……

スポーツに関連する
あらゆる手段を最適化・最大化して活用し、
各企業様の経営課題や
事業・サービスにおける課題の
解決策をご提供します。
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スポーツをあらゆる企業様の力に。
各種自社展開のサービス、ノウハウ、
顧客、コネクション、知見……

スポーツに関連する
あらゆる手段を最適化・最大化して活用し、
各企業様の経営課題や
事業・サービスにおける課題の
解決策をご提供します。

※サッカーキングおよびバスケットボールキングについてはアプリ版も

出典：雑誌SOCCER KING 出典：SOCCERKING Instagram 出典：BASKETBALL KING YouTube

Media 国内屈指の拡散力を持つスポーツ専門メディア。
スポーツのニュース速報やデータ、エンタメ企画をユーザーに提供。

SOCCER KING,  BASKETBALL KING,
BASEBALL KING,  totoONE

Web Site（一部、アプリ版も）

SOCCER KINGのTwitter120万フォロワーなど、
それぞれ各スポーツジャンルで業界トップクラスの影響力を有する。

SNS（Twitter、Instagram、LINE、Facebook、TikTok）
MAGAZINE（定期刊行誌SOCCER KING）

YouTube（ライブ配信および収録動画）

運営メディア

発信チャネル

soccer-king.jp basketballking.jp baseballking.jp
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Play 全国8店舗スポーツ施設。
セミナーや各種イベントの企画・運営。

出店場所（2021年12月現在）
王子、横浜元町、南与野、戸田、南浦和、

宇都宮、吉祥寺、船橋

フットサル・バスケットボールなど
多競技に対応した多目的スポーツ施設

スクール拠点（2021年12月現在）
横浜元町校、南与野校、戸田校、
南浦和校、 サクラディア校

Sportivoサッカースクール
 Powered by SOCCER KING
※ジュニア向けスクール

例. サッカー体験イベント 例. パブリックビューイング 例. スポーツビジネスセミナー

サッカースクール
Powered by 
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埼玉県さいたま市桜区西堀9－17－4住所

アクセス

施設概要

JR埼京線「南与野」駅 徒歩5分

クラブハウス 更衣室・トイレ・シャワー完備

屋外・ロングパイル人工芝3面

平日

10:00～22:00

土日・祝日

9:00～22:00
営業時間

Sportivo南与野
月間来場者数：約2,500名

埼玉県戸田市新曽1400住所

アクセス

施設概要

JR埼京線「戸田」駅 徒歩10分

クラブハウス 更衣室・トイレ・シャワー完備

屋内／屋外・ロングパイル人工芝3面

平日

10:00～24:00

土日・祝日

8:00～24:00
営業時間

Sportivo戸田
月間来場者数：約5,000名

神奈川県横浜市中区新山下3－2－5住所

アクセス

施設概要

みなとみらい線「元町中華街」駅
徒歩12分

クラブハウス 更衣室・トイレ・シャワー完備

屋外・ショートパイル人工芝3面

平日

10:00～23:00

土日・祝日

9:00～23:00
営業時間

Sportivo横浜元町
月間来場者数：約2,500名

東京都北区王子1丁目4－1
サンスクエア内住所

アクセス

施設概要

JR京浜東北線「王子」駅 徒歩1分
東京メトロ「王子」駅 徒歩1分

クラブハウス 更衣室・トイレ・シャワー完備

屋外・ショートパイル人工芝3面

平日

19:00～24:00

土日・祝日

10:00～24:00
営業時間

Sportivo王子
月間来場者数：約4,000名

東京都武蔵野市吉祥寺南町1－7－1
丸井吉祥寺店屋上住所

アクセス

施設概要

JR中央本線、JR総武線、
京王電鉄井の頭線「吉祥寺」駅 徒歩1分

クラブハウス 更衣室完備

屋外・ショートパイル人工芝1面・
スポーツコート1面

平日

10:30～22:30

土日・祝日

10:30～22:30
営業時間

Sportivo吉祥寺

千葉県船橋市山手1－1－8
イオンモール船橋屋上住所

アクセス

施設概要

東武アーバンパークライン
「新船橋」駅 徒歩1分

クラブハウス 更衣室・シャワー完備

屋外・ショートパイル人工芝2面・
スポーツコート1面

平日

10:00～20:30

土日・祝日

8:30～20:30
営業時間

Sportivo船橋Sportivo宇都宮

栃木県宇都宮市馬場通り2－3－12
MEGAドン・キホーテ屋上住所

アクセス

施設概要

東武宇都宮線
「東武宇都宮」駅 徒歩5分

クラブハウス 更衣室・トイレ完備

屋外・ショートパイル人工芝2面

平日

10:00～23:00

土日・祝日

8:00～23:00
営業時間

埼玉県さいたま市南区南本町1－7－4
まるひろ南浦和店屋上住所

アクセス

施設概要

JR京浜東北線、JR武蔵野線
「南浦和」駅 徒歩1分

クラブハウス 更衣室・トイレ・シャワー完備

屋外・ロングパイル人工芝3面

平日

10:00～22:00

土日・祝日

9:00～22:00
営業時間

Sportivo南浦和
月間来場者数：約4,000名
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運営施設一覧
※来場者数はスクール生を含む延べ人数



ブランディング支援 クリエイティブ制作支援 オウンドメディア運用支援

オフィシャル刊行物制作支援

日本語版HP運用支援 SNS運用支援

Production &
Support スポーツ団体、チームの支援

（ブランディング・制作・運用）
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Matching

Planning

清水エスパルス
ホームゲームチケット
販売中！

展開場所：店頭ガラス面 2019.6.8～7.6

ファミリーマートは清水エスパルスを応援しています。

Ryo TAKEUCHI

MF 6 竹内 涼 
選手

Yugo TATSUTA

DF 2 立田 悠悟
 選手

Koya KITAGAWA

FW 23 北川 航也
 選手

Ko MATSUBARA

DF 25 松原 后 
選手

Shota KANEKO

FW 30 金子 翔太
 選手

©S-PULSE

チケットのご購入は　　Famiポートで！

明治安田生命J1リーグ

第20節

明治安田生命J1リーグ

第18節

FC東京

ヴィッセル神戸

7/20土
7/6土

6/23日 10：00 ▶▶▶
▶▶▶ 7/6土 23：59

6/9日 10：00 ▶▶▶
▶▶▶ 6/22土 23：59

6/30日 10：00 ▶▶▶
▶▶▶ 7/6土 23：59

6/16日 10：00 ▶▶▶
▶▶▶ 6/22土 23：59

7/7日
10：00

6/23日
10：00

vs

vs

19：00
アイスタ

18：00
アイスタ

※アイスタ＝IAIスタジアム日本平。　※すべてのスケジュールは予定につき、変更となる場合がございます。

チケット販売スケジュール
 節 試合日 対戦チーム 後援会先行販売 ファミリーマート先行販売 一般販売キックオフ

競技場

限定プレゼント付 S指定席
限定プレゼント付 Aゾーン席（大人／小中高）

●景品　7月6日（土）ヴィッセル神戸戦で特別な体験ができる！
・エスコートキッズ……小学生限定 11名様　※オリジナルTシャツ（サイズ：160）付
・フェアプレーフラッグベアラー……6名様　※オリジナルTシャツ（サイズ：L）付
その他、エスパルス選手サイン入りグッズが盛りだくさんの予定です。
対象試合◉明治安田生命J1リーグ 第2節［vsG大阪］～第20節［vsFC東京］、
　　　　◉YBCルヴァンカップ 第2節［vs磐田］～第4節［vs松本］のホームゲーム

全選手のサインがデザインされた
タオルマフラー付チケットを数量限定販売！

『ファミリーマート デー 大抽選会』実施！！
ファミリーマートで購入したチケットを持って豪華景品を当てよう！

限定
チケット

試合
当日

対象チケット（ファミリーマート限定）

※画像はイメージです。 ※数量限定のため、予定枚数に達し次第、受付終了となります。 ※画像はイメージです。

7/6土ヴィッセル神戸戦はファミリーマート デー！ イベント盛りだくさん!

参考事例
清水エスパルス×
ファミリーマート

肖像活用（チラシの制作） イベント企画

スタジアム出展ブースの運営

ご要望に合わせた

・スポンサード
・アクティベーション
・肖像利用
・MD
・イベント協賛
・出展

スポンサード／アクティベーション／肖像利用

目的に応じた

BEST
SOLUTION

using
Sports

競技団体
リーグ

チーム

スポーツ
イベント

顧客
（クライアント各社）

解決したい
事業課題

地域貢献

新しい
マーケティング

ブランディング

Sponsorship &
Activation

Recommend

スポーツ団体、チームを活用した
企業のマーケティング支援
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SPORTS   FUN&COMMUNITY
COMPANY’S SLOGAN

ソリューション施策の事例紹介
株式会社フロムワン

営業本部・営業チーム
TEL : 03-3523-7131  /  MAIL : sales@from1.com

BUSINESS SUMMARY / FROM ONE Co.,Ltd.

Solution
株式会社フロムワン｜CONFIDENTIAL

10



クライアント：明治安田生命保険相互会社
目的：「みんなの健活プロジェクト」の認知拡大

企画・キャスティング
コンテンツ制作（記事および動画）

メディア配信

Jリーガーを起用した
キャンペーン訴求コンテンツ制作支援

クライアント：チェルシーFC
目的：日本国内におけるチェルシーFCのブランディング

スタジアムブース運営・イベント運営
雑誌（チェルシー特集号）出版・フリーペーパー制作配布

動画制作・メディア配信ほか

海外クラブ来日に伴う
アクティベーションプロデュース

クライアント：富士通株式会社
目的：Bリーグスポンサーの認知、最新の技術力の周知

動画制作（イベントリポート・技術紹介・営業用編集版）
記事制作・SNS展開
メディアおよび広告配信

イベントのリポート動画制作および
それを活用した営業ツール提供

01 02 03
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クライアント：サンスター株式会社
目的：サンスターTONICのリブランディング認知

大会運営
大会告知記事・大会リポート記事制作

メディア配信

冠スポンサーフットサル大会による
商品のタッチポイント提供

クライアント：エレクトロニック・アーツ
目的：サッカーファンに向けた操作性やリアルさの訴求

企画・キャスティング
スタジアムでのイベント制作・動画制作

メディア配信

Jリーガー・OB・タレントを起用した
新作サッカーゲームの訴求

クライアント：Bリーグ、スポーツナビ株式会社
目的：Bリーグファンへの緊急事態宣言下での情報提供

企画・ライブ配信番組制作
SNS拡散協力・番組の記事化

メディア配信

リーグ中断・終了時の
公式ライブ番組制作による露出支援

04 05 06
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取引先実績一覧
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株式会社フロムワン

本社所在地 〒104-0032　東京都中央区八丁堀4－9－4

 TEL：03－3523－7131（代表）　FAX：03－3523－7132

 東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」下車 A1出口  徒歩 1分

 

関西支社所在地 〒541-0046　大阪府大阪市中央区平野町3－1－8

 TEL：06－6233－3131　FAX：06－6233－3132

 大阪市営地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」下車 11番出口  徒歩 3分

 京阪本線「淀屋橋駅」下車 8番出口  徒歩 5分 

名古屋支社所在地 〒460-0008　名古屋市中区栄5－26－36 GS栄ビルⅡ8F

 TEL / FAX：052－228－6582

 名古屋市営地下鉄名城線「矢場町駅」下車 3番出口  徒歩 3分


