SUMMARY OF
BUSINESS
株式会社フロムワン｜事 業 概 要

2017年9月改訂

経営理念

目次

PHILOSOPHY
スポーツ文化の普及啓蒙に貢献し、

HISTORY

スポーツ文化の拡大、発展に寄与する。

P. 4 History

スポーツを通じて学び、遊び、その時間を共有することで、
人々の生活が豊かになる。

会社沿革

MEDIA

誰もがそんなスポーツの恩恵を受けられる世の中を作るために、

P. 6 〉〉〉Web

フロムワングループは経営理念に基づいて、

サッカーキング（サッカーポータルサイト）
ベースボールキング（野球ポータルサイト）
バスケットボールキング（バスケットボールポータルサイト）
トトワン（サッカーくじ『toto』予想ポータルサイト）
ガッツポーズ（オールスポーツメディアサイト）

未来のスポーツ文化を創造していきます。

P. 8 〉〉〉Magazine / Books

フロムワンのビジネスモデル

ワールドサッカーキング（定期刊行誌：海外サッカー）
Ｊリーグサッカーキング（定期刊行誌：Jリーグ）
サッカーゲームキング（定期刊行誌：サッカーゲーム）
サムライサッカーキング（不定期刊行誌：サッカー日本代表）
サッカーキング・ジュニア（不定期刊行誌：小学生年代向け）

BUSINESS MODEL

MEDIA

ENTERPRISE

サッカーを中心にWeb・SNS・動画配信・雑誌
など、様々なスポーツメディアを運営・発行。
幅広い層のユーザーに向けて情報を発信。

リソースの
共有・活用

P.10 〉〉〉Production / Operation

オフィシャルサイトの制作・運営（海外リーグ・クラブ）
サービス・アプリ開発
販促ツールの制作
オフィシャル発行物の制作（協会・リーグ・大会およびJクラブ）

USER
CUSTOMER

国内随一の
スポーツメディア数

ENTERPRISE

多岐にわたる
事業展開
コンテンツ制作、イベントやセミナーの企画・
制作、多目的フットサルコート、オンラインスト
アの運営など多角的に事業を展開。

P.12 〉〉〉Event

イベントの企画・制作（サッカークリニック／パブリックビューイング ほか）
P.13 〉〉〉Futsal Venue / Soccer School

キャプテン翼スタジアム（多目的フットサルコート）／キャプテン翼サッカースクール（ジュニアサッカースクール）
P.14 〉〉〉Academy / Seminar

サッカーキング・アカデミー（サッカー業界プロ養成講座／各種セミナー）
◦広告宣伝
◦プロモーション

BUSINESS PARTNER

◦コンテンツ制作
◦イベント企画・運営

多チャンネルメディアの利点を生かした広告・プロモーションはもちろん、
オリジナルコンテンツの制作（Web、アプリ、パンフレットなど）やイベント企画・運営など、
貴社の事業イメージに即した様々なメニューをご提供することが可能です。
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P.15 〉〉〉Online Store

サッカーキング・ショップ（オンラインセレクトショップ）
P.15 〉〉〉Management / Casting

セルジオ越後（サッカー解説者）／高橋陽一（漫画家／『キャプテン翼』作者）

デジタル化

■ ニコニコ生放送

「totoONE 」デジタル化 ■

「サッカーキング・ハーフ・タイム」放映開始

「ワールドサッカーキング」創刊 ■

HISTORY

■ 育成年代サッカー情報サイト

「サッカーキング・ネクスト」運営開始

■ サッカー情報サイト

「トータルフットボール」運営開始

会社沿革

の
ハウ
ノウ への展開
Web

名称変更

野球情報サイト
「ベースボールキング」運営開始

■

■「totoONE 」
創刊

兄弟サイト

toto予想の専門紙として2001年
に創刊。サッカー評論家の予想記
事などを掲載した。2006年7月
に休刊し、Web版へ移行。

自社メディアの礎
（海外サッカー）

■「SOCCERZ 」
創刊

デジタル

バスケ情報サイト
「バスケットボールキング」運営開始

■

サッカー情報サイト
「サッカーキング」運営開始

■

進出期

■ ブログサービス

■「サッカーゲームキング」
創刊

「Jリーグサッカーキング」創刊 ■

「サッカーキング・オピニオン」運営開始

■「サムライサッカーキング」
創刊

兄弟誌

名称変更

■「サッカーキング・ジュニア」
創刊

自社メディアの礎
（国内サッカー）
■「CALCIO2002 」
創刊
日本代表がワールドカップに初出場した
1998年に弊社初の自社メディアとして
創刊。イタリアサッカーの魅力を伝えた。

「FIFAクラブワールドカップ ジャパン
オフィシャルプログラム」制作・販売開始 ■

■ オンラインストア

「フットボールプラザ」オープン
■ フットサル施設
「キャプテン翼スタジアム」オープン

※2005年の大会名称はFIFAクラブ世界選手権

Ⓒ高橋陽一／集英社

出版

■「プレミアシップマガジン」
創刊

名称変更
■「サッカーキング・ショップ」
オープン

「キャプテン翼スタジアム東京北」オープン ■
「キャプテン翼スタジアム新大阪」オープン ■

進出期
（4月）

1998

2001

■「サッカーキング・アカデミー」
運営開始

「キャプテン翼スタジアム横浜元町」オープン ■

イングランドサッカー
専門誌として2002年
に創刊。現地の専門誌
『FourFourTwo』との
提携により、現地の濃
密な情報を伝えた。

会社
設立

■「キャプテン翼スタジアム天王寺」オープン

■ セルジオ越後氏と

■「浦和レッズマガジン」
創刊

「サッカーメディアセミナー」運営開始 ■

2002

2005

2006

2007

2008

名称変更

マネジメント専属契約

名称変更

2009

2010

■「サッカージャーナリスト養成講座」運営開始

2011

2012

2013

2014

2015

NOW

2016

2017

2018

2020

WORLD CUP

日韓W杯

ドイツW杯

南アフリカW杯

ブラジルW杯

※掲載画像はワールドサッカーキング
表紙および誌面より

日本が初出場を果たした記念すべき大会。結果は3戦全敗
だったが、日本が “世界”を意識する意義深いものとなった。

韓国との共催による自国開催が実現。全国各地でサッカー
フィーバーが巻き起こった。日本は初の16強進出を達成。

海外で活躍する日本人が増えたことで上位進出も期待され
たが結果は惨敗。この後、日本サッカーは停滞期に突入する。

日本は本田圭佑や長友佑都ら新たなスターの誕生で16強に
進出。初優勝を飾ったスペインが日本でも人気を博した。

欧州で活躍する香川真司らを中心に上位進出を狙ったが、結
果は1分け2敗。またしても世界との差を突きつけられた。

OLYMPIC
シドニー五輪
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アテネ五輪

北京五輪

東京五輪

ロシアＷ杯

フランスW杯

ロンドン五輪

リオ五輪

3年に及ぶ招致活動が
実 を 結 び、1964年 以
来、56年ぶりとなる東
京開催が決定。日本ス
ポーツ界全体の活性化
が期待されている。
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MEDIA
メディア

Web

国内最高峰のサッカー総合情報サイト

※2016年8月現在

世界中のサッカー情報を配信する国内最高峰のサッカー総
合情報サイト。国内外の最新ニュースはもちろん、コラム、
選手インタビュー、試合結果速報、ゲーム、ショッピングな
ど、サッカーにまつわるあらゆる情報を提供しています。

サッカーキング
多くのデバイスを通じ、
様々なユーザーに
リーチするメディア

主なニュース配信先

soccer-king.jp

動画配信
サッカーキングチャンネル

（ニコニコ生放送／FRESH! by Abema TVほか）
平均来場者数

約 10,000

国内トップクラスのフォロワー数を誇るSNS
※2016年8月20日現在

（サッカーポータルサイト）

Twitter

約 92万フォロワー

平均コメント数

約 3,000

注目トピックス
「24時間生放送」
（15年12月）
「スタジアム生配信・選手出演」
（16年6月）

Facebook

約 42万いいね！

平日12〜13時の帯番組『サッカーキング
ハーフ・タイム』と、不定期特番を放送中。
ライブ動画配信ならではのコメントやアン
ケートの機能を活用し、ゲスト、視聴者を
巻き込んだディープなサッカートークを生
放送でお届けしています。

質、量ともに業界ナンバーワンのサッ
カー情報サイト『サッカーキング』を
中心に国内随一のメディア数を保有。
『ワールドサッカーキング』
、
『Jリーグ
サッカーキング』といった専門誌の発
行、各種SNSの運用、動画配信など、
様々なサッカー関連メディアを通し
て幅広いユーザーに情報を発信して
います。また、
『ベースボールキング』

2016年7月には
LINE LIVE特番を放送 !!

『バスケットボールキング』やオール
スポーツサイト『ガッツポーズ』など、
サッカーだけに留まらない多角的な

スマホ

PC

LINE

アプリ

※ iOS版、Android版

メディア展開も行っています。
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Web

Magazine

ベースボールキング
baseballking.jp

バスケットボールキング
basketballking.jp

（野球ポータルサイト）

スマホ

Jリーグサッカーキング

サッカーゲームキング

偶数月12日発売
定価：880円（税込）
発行部数：250,000部

毎月24日発売
定価：800円（税込）
発行部数：100,000部

毎月24日発売
定価：1,000円（税込）
発行部数：150,000部

海外サッカーを究める
ワンテーマ・マガジン

1クラブに焦点を当てた
Jリーグ専門誌

日本で唯一の
サッカーゲーム専門誌

海外サッカーの旬な情報を“深堀り”
。
ワンテーマならではのコアな特集記事
やインタビューは読み応え十分です。

Jリーグの1クラブに焦点を当てて徹
底的にクローズアップ。月刊誌ならで
はの奥深い特集企画を展開します。

リアルサッカーとサッカーゲームを誌
面上で融合させ、人気タイトルの最新
情報や攻略法を紹介しています。

（定期刊行誌）

（バスケットボールポータルサイト）

PC

スマホ

ワールドサッカーキング

（定期刊行誌）

（定期刊行誌）

PC

もっと野球が楽しくなる情報サイト

バスケをやる＆観る楽しさを伝えます！

野球をもっと楽しむための野球専門ポータルサイト。同サイ
ドならではの斬新な切り口で、野球に関わる面白ネタや旬な
情報を発信します。知っていればもっと野球が楽しくなる。そ
んな野球ファン必見の情報を日々お届けします。

Bリーグ開幕に合わせ、2016年9月20日にオープン。Bリーグ
を中心に、日本代表やNBA、高校や3×3など幅広い情報を扱い
ます。他競技、エンタメ、カルチャーとのコラボ企画も積極展
開して、バスケをやる楽しさ、観る楽しさを伝えていきます。

その他のメディア
（主な制作実績）

トトワン
totoone.jp

Magazine

ガッツポーズ
gutspose.favclip.com

（サッカーくじ『toto』ポータルサイト）

サムライサッカーキング
（不定期刊行誌）

（オールスポーツメディアサイト）

サッカーキング・ジュニア
（不定期刊行誌：年2回予定）

CALCIO2002

（イタリアサッカー専門誌）

SOCCERZ

（新感覚サッカー情報マガジン）

PREMIERSHIP MAGAZINE
（イングランドサッカー専門誌）

浦和レッズマガジン
（浦和レッズ専門誌）

BR TOKYO

（FC東京公認マガジン）

CHAMPIONS 日本版

（UEFAチャンピオンズリーグ公式マガジン）

Books
知られざるペップ・グアルディオラ
スマホ
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PC

スマホ

（グイレム・バラゲ著）

PC

totoの攻略を全力サポート!

世界と戦う日本人アスリートを応援!

サッカーくじtotoの予想サイト。識者や編集部による予想コ
ラムをはじめ、対象カードの詳細データや番記者による各クラ
ブの直前レポートなど、toto予想に役立つ有力情報をお届け
することでtoto攻略を全力サポートします。

日本を背負って世界と戦うアスリートを応援するスポーツ総
合サイト。東京五輪開催を4年後に控えた日本スポーツ界を
盛り上げるべく、五輪の注目競技をはじめ、サッカー、テニス、
ラグビーなど、様々なスポーツの情報を発信しています。

情熱を貫く

日本サッカーの
現在と未来を追求

小学生のための
サッカー情報誌

“世界と戦うSAMURAI”をテーマに据
えたサッカー誌。代表選手を中心に日
本人プレーヤーの魅力に迫ります。

ジュニア年代に向けたサッカー誌。イ
ラストや図解、写真を多用し、小学生
が見て学べる作りになっています。

（大久保嘉人著）
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ENTERPRISE
事業展開

メディアの利点を生かした多角的事業
メディア事業で得た経験やネットワーク

ています。また、多目的フットサルコート

を駆使して様々な分野へ事業を拡大。オ

やイベントスペースを所有しており、こ

フィシャルサイト、オフィシャル発行物の

れらを活用したフットサル大会、トーク

運営・制作をはじめ、新サービスの開発、

ショー、セミナーなどを企画・運営。その

販促ツールの制作など、サッカー関連事

他、ECサイトの運営やマネジメント事業

業において実績とノウハウを蓄積し続け

などその展開は多岐にわたっています。

オフィシャル発行物の制作
（協会・リーグ・大会およびJクラブ）

Production / Operation

オフィシャルサイトの制作・運営
（海外リーグ・クラブ）

FIFAクラブワールドカップ
ジャパン2015
オフィシャルプログラム

ブンデスリーガ

ドルトムント

マンチェスター・ユナイテッド

（日本語版公式サイト）

（日本語版公式サイト）

（日本語版公式サイト）

bundesliga.com/jp

bvb.jp

SAYONARA 国立競技場
56年の軌跡

2015Jリーグ
ヤマザキナビスコカップ
決勝プログラム

Fリーグ
オフィシャルガイド
2016/2017

manutd.jp

FC東京
イヤーブック

FC東京
マッチデープログラム

FC東京
F.C.TOKYO NEWS

東京ヴェルディ
イヤーブック

東京ヴェルディ
マッチデープログラム

FC町田ゼルビア
イヤーブック

※
『一瞬の物語』
コラムページの制作

日本人選手が多数プレーするドイツ・ブ
ンデスリーガの公式サイト。注目度が
高まっている欧州最高峰のリーグ最新
ニュース、インタビューを日本語で発信。

香川真司選手所属のドルトムントの日本
語版公式サイト。香川選手の最新情報
やチケット情報に加え、日本語版向けの
オリジナルコンテンツも配信しています。

サービス・アプリ開発

マンチェスター・ユナイテッドの日本語
版公式サイト。サイト全体のディレク
ションはもちろん、コンテンツ管理など
日々の運用全般を担当しています。

FC町田ゼルビア
F-MACHI news

横浜F・マリノス
TRICOLORE

清水エスパルス
創設20周年記念本

清水エスパルス
S-PULSE NEWS

名古屋グランパス
イヤーブック

名古屋グランパス
マッチデープログラム

ガンバ大阪
イヤーブック

ガンバ大阪
2015シーズンレビュー

ガンバ大阪
3冠達成記念本

ガンバ大阪
G-magazine

セレッソ大阪
イヤーブック

セレッソ大阪
マッチデープログラム

Jクラブ
内訳

販促ツールの制作

80+20
40+30+2010

J2クラブ

セレッソ大阪
TWELFTH

ヴィッセル神戸
創設20周年記念本

ヴィッセル神戸
VISSEL SMILE

サガン鳥栖
ファンクラブ会報誌

2

J1クラブ

8

九州

公式SNSアカウントの運用サポート

10

SK for Players

WCCF 攻略Wiki

Soccer Kit
Catalogue 2016

（チームHP作成支援サイト）

（SEGA）

（SOCCER SHOP KAMO）

マッチデープログラム
購入者特典うちわ

（川崎フロンターレ × ドルトムント）

国内トップクラスのフォロワー数を誇る『サッカーキング』のSNSで得
たノウハウを生かし、公式SNSアカウントの運営をサポート。効果的な
運用法でサッカーファンに向けて宣伝、情報拡散していきます。

東海

1
2

3

関東

4

関西

※2016年3月現在
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Event

Futsal Venue / Soccer School

イベントの企画・制作

キャプテン翼スタジアム

（サッカークリニック／パブリックビューイング ほか）

（多目的フットサルコート）

2014W杯最終予選
日本vsオーストラリア

様々な用途で使用可能な
多目的フットサルコート

tsubasa-stadium.com
レンタルコート

大会

個サル

スタジオ※
※天王寺のみ利用可

2014 ブラジルW杯
日本vsコートジボワール

大人気のサッカー漫画『キャプテン翼』の名
を冠し、東京・横浜・大阪に4店舗を構える
多目的フットサルコート。レンタルコートや
施設主催大会への出場といった団体での利
用はもちろん、お一人からでも参加できる
個人参加型フットサル（通称「個サル」
）も大
人気です。また、社内大会やスクールなど
様々なイベントにもご活用いただけます。

横浜元町
キャプテン翼スタジアム東京北

キャプテン翼スタジアム横浜元町

tsubasa-stadium.com/

tsubasa-stadium.com/

tokyo-kita

yokohama-motomachi

住所・TEL

住所・TEL

〒114−0002
東京都北区王子1丁目4−1 サンスクエア内
03−3912−3283（さあ！ツバサ）

〒231−0801
神奈川県横浜市中区新山下3−2−5
045−623−5283（ゴー！ツバサ）

アクセス

アクセス

JR京浜東北線「王子」駅より徒歩1分
東京メトロ
「王子」駅より徒歩1分

みなとみらい線「元町中華街駅」
より徒歩12分

JR根岸線桜木町駅より横浜市営バス「見晴橋」より徒歩1分

設 備

設 備

屋外・ショートパイル人工芝3面
更衣室・トイレ・シャワー完備

Arsenal Soccer clinic

パブリックビューイングイベント

（主催：エミレーツ航空／協力：アーセナル）

（主催：キリン株式会社 運営：株式会社フロムワン）

開催：愛知県、埼玉県 参加人数：小学生約120名

会場：新宿FACE ほか 参加人数：約2,000名

屋外・ショートパイル人工芝3面
更衣室・トイレ・シャワー完備

新大阪
キャプテン翼スタジアム新大阪

キャプテン翼スタジアム天王寺

tsubasa-stadium.com/

tsubasa-stadium.com/

shin-osaka

tennoji

住所・TEL

住所・TEL

〒532−0003
大阪府大阪市淀川区宮原3−1
06−6395−3283（さあ！ツバサ）

〒543-0063
大阪府大阪市天王寺区茶臼山町5-55
06−6771−5283（ゴー！ツバサ）

アクセス

アクセス

地下鉄御堂筋線「新大阪」駅より徒歩1分
JR在来線「新大阪」駅より徒歩6分

地下鉄御堂筋線・谷町線「天王寺」駅

JR関西本線（大和路線）
・大阪環状線・阪和線「天王寺」駅
設 備

設 備

屋外・ショートパイル人工芝3面
スタジオ・更衣室・トイレ・シャワー完備

屋外・ショートパイル人工芝5面
更衣室・トイレ・シャワー完備

サンスタートニック フットサルカップ
（大会特別協賛：サンスター株式会社）

会場：キャプテン翼スタジアム新大阪 参加チーム：63チーム（2015年）

ALL ENGLAND CUP

（主催：ヴァージン アトランティック航空／
スタンダードチャータード銀行共催）

NEW BALANCE FOOTBALL DAY（10日間）

キャプテン翼サッカースクール

（主催：株式会社ニューバランス ジャパン）

会場：キャプテン翼スタジアム各店舗 参加人数：約1,300名

（ジュニアサッカースクール）

#IAMUNITED TOKYO（ファンイベント）
（主催：マンチェスター・ユナイテッド）
会場：表参道ヒルズ 参加人数：約500名
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『FOOTBALL DAY 』記者会見

『山口素弘と国立の椅子に座って
思い出を再現しよう!』
（無料トークイベント）

（主催：NHN PlayArt株式会社）

（主催：サッカーキング）

会場：渋谷ヒカリエ

会場：Football★Plaza 参加人数：約50名

tsubasa-school.jp
キャプテン翼スタジアムが運営するジュニアサッカース
クール。
「ボールはともだち」を合言葉に、サッカーを通
じて友だちを作り、社会性、協調性を身につけます。

横浜元町校

天王寺校
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Academy / Seminar

Online Store

サッカーキング・アカデミー

サッカーキング・ショップ

（サッカー業界プロ養成講座／各種セミナー）

soccerking-academy.jp

編集・ライター

カメラマン

編集・ライター科

フリーペーパー

カメラマン科

セミナー

（オンラインセレクトショップ）

「実践主義」を貫く
プロ養成スクール

ファン必携のアイテムを
豊富にラインアップ

2011年から『サッカージャーナリスト養成
講座』として実施してきたセミナーを2015
年より『サッカーキング・アカデミー』とし
てリニューアル。サッカーおよびスポーツ
業界で活躍する講師陣たちが、懇切丁寧で
「実践主義」の講義を展開します。編集・ラ
イター科とカメラマン科は受講日が選択可
能で、就職や転職を考える方にも最適です。

世界中の人気クラブやナショナルチーム、
サッカー日本代表、Jリーグクラブの公式
グッズなどを取りそろえる『サッカーキン
グ』の公式オンラインショップ。定番の雑貨
やアパレルはもちろん、限定特典のサービ
スやオリジナル商品の開発・販売など、ファ
ンやサポーターのサッカーライフがより充
実するアイテムをお届けします。

小学生向けセミナー

shop.soccer-king.jp

雑貨

アパレル

限定付録

オリジナル商品

フリーペーパー

オリジナル商品や
当店限定コラボ商品の開発

（サッカーキング・フリー）
サッカーファンとプロの編集者
が作る¥0マガジン。東京の主

旧国立競技場の座席をリユー

要駅への設置経験や、電子版で

スして制作したスツールと

の展開実績もあります。

いったオリジナル商品、人気
ブランドやイラストレーター
とのコラボ商品を開発。希少

インタビュー取材時のポ

スポーツシーンやポート

イント、マッチリポート

レートを撮影する上で大

の書き方などをプロの編集者や

事なポイントをプロのカメラマ

ライターが伝えていきます。

ンが体系的に教えていきます。

PC

スマホ

ザーに提供しています。

トートバッグ

RED ver.

（雑誌とのセット販売）
（イラストレーターとコラボ）

2016年夏に体験型セミナー

弊社発行雑誌の限定付録

一冊のサッカー雑誌」を開催。

年に2、3回の頻度で「大阪スクール 編集・ライター科」を展開。毎月一
度、フロムワンの社員が大阪で講義を行っています。

（旧国立競技場の座席リユース製品）

価値の高いアイテムをユー

親子参加型のセミナーは
満員御礼で大好評
「親子で作ろう 世界でたった

大阪でも、サッカーを伝える魅力を養う

KOKURITSU-STOOL-56

弊社発行の雑誌の限定付録としてオリ

今後も子ども向けの教室を

ジナルのポスターやカレンダーを制作。

展開していきます。
ワールドサッカーキング2016年3月号
店舗限定ポスター付録

公式ショップだからできる限定の購入
者特典が目白押しです。

ペアマグカップ

Amore e Calcio

（雑誌CALCiO2002とコラボ）

半袖Tシャツ

ミラクルウォーター

（人気ブランドsoccer junkyとコラボ）

各種セミナー（スポーツビジネス／語学 ほか）
多岐に渡る講師の方々から、実例を元にサッ

ナーも実施しています。
「サッカー業界で働き

カーに関わる様々な課題や現状、ビジネス戦

たい」という想いを、現実のものに変えるきっ

略を学ぶことができる1回完結スタイルのセミ

かけとなる機会を数多く提供します。

（サッカー解説者）

主な実施実績
＝東京開催

CREATING THE NEW
アディダスの考えるフットボールのブランドコミュニケーション戦略

講師：本城 賢嗣
（アディダス ジャパン株式会社
アディダスマーケティング事業本部 Football ビジネスユニット
ブランドコミュニケーション シニアマネージャー）

セルジオ越後

高橋陽一

（漫画家／『キャプテン翼』作者）

Management / Casting

＝福岡開催

「東京発、世界行き！育成型クラブをめざして」

弊社所属タレントを
キャスティング

講師：大金 直樹（東京フットボールクラブ株式会社 代表取締役社長）

「組織の経営改革と100億円クラブへの展望」
講師：川森 敬史（アビスパ福岡株式会社 代表取締役社長）

「データ解析が変える日本サッカーの未来」
講師：加藤 健太（データスタジアム株式会社 フットボール事業部 兼 新規事業推進部 アナリスト）
藤 宏明（同 フットボール事業部）

「「ええもん」の魅力を訴求する、ミズノのマーケティング戦略」
講師：高橋 誠（ミズノ株式会社 コンペティションスポーツ事業部 事業企画部 部長）
二ノ宮 健次（同 コンペティションスポーツ事業部 事業企画部 事業企画1課 課長）

「海外スポーツビジネスの事例に学ぶ、
「ファン・マネジメント」とは」
講師：町田 光（スポーツブランディングジャパン株式会社 シニア・ディレクター）

なぜ世界的スポーツ大会に投資するのか
講師：渡邉 和史
（日本コカ･コーラ株式会社
マーケティング本部 IMC マーケティングアセッツ 部長）

「
『FOOT×BRAIN』プロデューサーに聞く!
番組誕生秘話とテレビ局の仕事について」
講師：加固 敏彦（株式会社テレビ東京 スポーツ局 スポーツ番組部）
※講師の役職はセミナー実施当時のもの。

14

1945年7月28日、ブラジル・サンパウロ市生まれ。日系2世。
1972年に来日し、藤和不動産サッカー部で活躍。引退後は指導
者として全国の青少年の指導にあたるとともに、解説者として
辛辣かつ、ユーモア溢れる話術でサッカーの魅力を伝えている。
公式サイト：sergio-echigo.com

1960年7月28日、東京都葛飾区生まれ。1980年に『週刊少年
ジャンプ』の読み切り作品『キャプテン翼』で漫画家デビュー。
翌年に同作品の連載がスタートし、国内外問わず多くのプロサッ
カー選手に影響を与えた。芸能人女子フットサルチーム「南葛
シューターズ」の監督を務めるなど、様々な活動を行っている。

サッカー解説者として様々なシー
ンで 活 躍 するセ ルジ オ 越 後 や、
『キャプテン翼』の作者である漫画
家の高橋陽一のマネジメントを担
当。テレビ番組やCM、講演会への
出演調整のほか、イベントやトーク
ショーのメニュー内にキャスティン
グすることも可能です。また、トー
クショーや講演は、サッカーにまつ
わるテーマはもちろん、
「プロ意識」
、
「人材育成」
、
「組織マネジメント」
といった一般のサラリーマンやビ
ジネスマンに向けた内容・切り口で
実施することも可能です。
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株式会社フロムワン
www.from1.com

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 Ⅱ 8F
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

