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　株式会社フロムワンは、3つの大きな基軸をフ
ル回転させ、サッカー関連のマーケティング会社
としてあらゆる事業をプロデュースします。
　弊社は質量ともに業界ナンバーワンのウェブ
サイト、国内外を幅広くカバーする専門誌など多
数のメディアを保有しています。クオリティーの
高いコンテンツの制作基盤、さらには無数のサッ
カーファンへの広告宣伝力、情報拡散力を保持
しています。
　また、メディア事業、イベント事業を通して国
内外に数多くの強力なネットワークを培ってきま
した。この関係各所との結びつきや人脈は、高品
質なコンテンツ制作、様々なイベントの運用にお
いて不可欠な要素となっています。
　そして、メディアとともに、多目的フットサルコ
ートとイベント・セミナースペースも所有。フッ
トサル大会の開催、ファンを集めたイベントやト
ークショーの実施など、サッカー関連事業におけ
る膨大な実績と運営ノウハウを蓄積し続けてい
ます。
　この3つの基軸を連結連動させることで、様々
なメニューをご提供することができ、広告宣伝、
プロモーション、コンテンツ制作、イベント開催
など、貴社のイメージに当てはまるような事業の
展開にご協力できると考えております。

株式会社フロムワン

フロムワンは3つの強みを連動させて
サッカーに関わる
あらゆる事業をプロデュースします

22
メディアの運営や制作を始め、多様な事業を
展開する中で、サッカー関連における国内外の
組織やクラブ、さらには選手や関係者と幅広
いネットワークを構築しています。

国内外の

幅広いネットワーク

33333サッカーの枠に留まらず『キャプテン翼スタジ
アム』や『Football Plaza』を活用したフットサ
ル大会やトークショーイベント、また野球情報
サイト『ベースボールキング』の運営など多様
な事業を展開しています。

イベント・セミナースペース3
多種に渡る

事業の展開

3
111

サッカー情報サイト『サッカーキング』を中心
に様々なサッカー関連メディアを運営・発行。
幅広い層のサッカーファンに向けて情報を提
供しています。

国内随一の

メディア数を保有

1
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　弊社が持つ様々なサッカーメディアを活用し
てのプロモーションが可能です。
　中でも、月間2,700万PV、1,300万UUを誇る
日本最大級のサッカー情報サイト『サッカーキン
グ』でのプロモーションは、数多くのファンへあ
らゆる情報をダイレクトに届けます。

 また、野球情報サイト『ベースボールキング』
など、サッカーの枠にとどまらず、多岐ジャンル
に渡るウェブサービスを展開しています。
　雑誌メディアでは、『ワールドサッカーキング』、

『Jリーグサッカーキング』、『サッカーゲームキン
グ』、『サムライサッカーキング』、『浦和レッズマ
ガジン』、『カルチョ2002』に加え、フリーペーパ
ー『サッカーキング・フリー』を発行。ターゲット
ユーザーに合わせて宣伝・告知を展開すること
ができます。
　また、各媒体の付録を活用したプロモーション
も可能です。誌面内容とともに読者が興味関心
を寄せる付録の活用は、純広告とは異なる形で
インパクトと効果を発揮します。

様々なメディアで
効果的な情報展開

宣伝
P R

A D V E R T I S E M E N T  /  M E D I A  P R O M O T I O N

PC版

スマホ版

国内随一のサッカー情報サイ
ト。Yahoo！JAPAN、google、
msnなどの大手ポータルサイ
トと連動しており、サッカーキ
ングに掲載したPR記事は瞬く
間に他のニュースサイトでも
発信されます。また、SNSアカ
ウントも充実しており、サッカ
ーキングに掲載した記事は一
気に拡散されます。

サッカーキング
www.soccer-king.jp

etc...

ワールドサッカーキング
"王道"のワールドサッカー誌
・毎月12日発売
・定価：880円（税込）
・発行部数：250,000部

Jリーグサッカーキング
最新×最深のJクラブ情報誌
・毎月24日発売
・定価：800円（税込）
・発行部数：100,000部

サムライサッカーキング
"世界で戦うSAMURAI"の
すべてを伝える
・不定期刊
・定価：800円（税込）
・発行部数：150,000部

浦和レッズマガジン
チームとともに闘う
レッズ専門誌
・毎月発売
・定価：800円（税込）
・発行部数：100,000部

サッカーキングジュニア
小学生のためのサッカー情報誌
・定価：630円（税込）
・不定期刊
・発行部数：50,000部

サッカーキング ハーフ・タイム（レギュラー）
放送時間：平日12～13時

ニコ生サッカーキング（スポット）
放送時間：不定期／時間：内容に応じて

平均来場者数：約10,000
平均コメント数：約3,000

サッカーゲームキング
オンリーワン・
サッカーゲーム情報誌
・毎月24日発売
・定価：1,000円（税込）
・発行部数：150,000部

『サッカーキング』の記事は、サッ
カージャンルにおいて国内トップ
クラスのフォロワー数を誇るSNS
アカウントにて情報を幅広く拡散
します。

Twitter facebook

約71万 約42万
フォロワー いいね！

カルチョ2002
イタリアサッカーの
魅力満載マガジン
・不定期刊
・定価：800円（税込）
・発行部数：200,000部

クリアファイル、アーケードゲームカード、カードケース、
カレンダー、レジャーシートなど（一例）

国内 No.1 野球
専門サイトを目
指して2014年4
月にオープン！
国内外の幅広い
ニュース・コラ
ムを展開。

www.baseballking.jp

ウェブメディア

SNS 雑誌付録実績

雑誌メディア

サッカーキングネクスト
育成年代プレーヤー向けの
フリーペーパー
・不定期刊
・発行部数：300,000部

中学・高校・大学生の
プレーヤー向けに特化
した情報を提供。

読む、書く、仲間を探
す、誰もが主役になれ
る新たなメディア。

www.sknext.jp opinion.sk

ニコニコ サッカーキングチャンネル
Jリーグ、海外リーグ、日本代表などサッカー界の主なイベント
に合わせて放送するトークライブ番組。ニコ生ならではのコメ
ントやアンケートなどの機能を活用し、ゲスト、視聴者を巻き
込んだディープなサッカー談義を展開しています。

ニコ生番組配信
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イベ
ント

E V E N T

　弊社ではサッカーにまつわる様々な事業も企
画、運営いたします。
　フットサル大会、サッカー選手やOBによるサ
ッカークリニックの企画、集客、運営。
　投稿動画配信サービスを活用したイベントの
ディレクション、コンテンツ制作、運用。
　サッカー選手やOB、解説者、サッカー関係者
を招いてのトークショーやセミナー。
　多目的フットサルコート『キャプテン翼スタジ
アム』、イベント・セミナースペース『Football 
Plaza』を活用しつつ、これまで培ってきた事業
実績と運営ノウハウを用いて、貴社とユーザーと
の直接的なコミュニケーションを実現します。も
ちろん、告知や集客の際には、サッカー情報サイ
ト『サッカーキング』を筆頭に、弊社メディアを通
じて積極的に情報拡散を行います。

ユーザーと直接的な
コミュニケーション

＜住所＞
〒104-0032
東京都中央区八丁堀4－9－4　1F　
※地下鉄日比谷線八丁堀駅Ａ1出口より徒歩1分

＜有効平米数＞
ルーム／約109㎡　天井高／約3m

＜利用時間＞
10：00～21：00（※応相談）

＜定員＞
・セミナー形式（3人掛け）▷63名
・シアター形式▷102名

フットサル大会

クリニック・イベント

サッカースクール

キャプテン翼スタジアム東京北
〒114－0002
東京都北区王子1丁目4－1 サンスクエア内
03-3912-3283
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
屋外・ショートパイル人工芝3面
更衣室・シャワー完備

キャプテン翼スタジアム新大阪
〒532-0003
大阪府大阪市淀川区宮原3-1
06-6395-3283 
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
屋外・ショートパイル人工芝4面
更衣室・シャワー完備

キャプテン翼スタジアム天王寺
〒543-0063
大阪府大阪市天王寺区茶臼山町5番
070-2179-0714(準備室) 
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
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

キャプテン翼スタジアム横浜元町
〒231-0801
神奈川県横浜市中区新山下3-2-5
045-623-5283 
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
屋外・ショートパイル人工芝3面
更衣室・シャワー完備

新大阪新大阪

大会やイベント会場でのサンプリングも可能
ットサル施設としてだけでなく、イベントやスクールなど様々
な用途で使用可能な多目的フットサルコート『キャプテン翼ス
タジアム』。顧客とのリアルなコミュニケーションを実現します。
イベント来場者とのリアルなコミュニケーションやグッズ、
食品のサンプリングが可能です。

『キャプテン翼』作者・高橋先生率いる芸能人チームや
元日本代表・福西氏とフットサル対決しよう!
主催：グルーポン・ジャパン株式会社／協賛：モルテン株式会社

パブリックビューイングイベント
2014 ブラジルW杯 日本vsコートジボワール

横浜元町横浜元町

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

サンスタートニック フットサルカップ2014
大会特別協賛：サンスター株式会社

#IAMUNITED TOKYO（ファンイベント）
主催:マンチェスター・ユナイテッド

パブリックビューイングイベント
2014W杯最終予選 日本vsオーストラリア

Arsenal Soccer clinic
主催：エミレーツ航空／協力： アーセナル

『FOOTBALL DAY』記者会見
主催：NHN PlayArt株式会社

多目的フットサルコート イベント・セミナースペース

イベント実績
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編集
制作

E D I T O R I A L  /  P R O D U C T I O N

　自社媒体の雑誌メディアを多数発行しつつ、
FIFA、UEFA、JFA、Jリーグ、Jリーグクラブ、F
リーグにおけるオフィシャル刊行物の企画・編集・
制作等も数多く受注しています。
　社内に編集部門、制作部門の生産体制がある
ためスピーディーな対応が可能であり、また自社
にて多くの媒体を制作していることから、コンテ
ンツ制作工程の中でコストメリットを生み出しま
す。
　編集制作面においては、雑誌やプログラムの
ような媒体のみならず、メーカーやショップのカ
タログ、リーフレット、ポスターなどの販促ツー
ルの作成も多数受注しています。
　それらを弊社雑誌メディアでの付録やタイア
ップ記事として書店、コンビニ等の流通に乗せる
ことも可能であるため、編集・制作・展開まで一
本化して請け負うことができます。

編集・制作・展開を
一本化して受注

オフィシャル制作物／大会・リーグ関連

販促ツール制作物 書　籍

オフィシャル制作物／クラブ関連

FIFAクラブワールドカップ 
オフィシャルプログラム

UEFAチャンピオンズリーグ　
公式マガジン日本版

Jリーグ公式記録集 
J.LEAGUE
YEARBOOK

Fリーグ 
オフィシャルガイド

全日本フットサル
選手権大会 

オフィシャル
プログラム

FC東京
オフィシャルファンブック

INAC神戸
オフィシャルイヤーブック

FC東京月刊誌
BR TOKYO

ガンバ大阪月刊誌
G-magazine

清水エスパルス
クラブ創設
20周年記念本

横浜DeNAベイスターズ
オフィシャル
イヤーマガジン

OFFICIAL MATCHDAY PROGRAM 04T O K Y O  V E R D Y  1 9 6 9  F O O T B A L L  C L U B
MAR.31 2013

PICK UP PLAYER
#17
FW 常盤 聡
3.31 ● 16：00 キックオフ 
2013 J.LEAGUE DIVISION 2 ［第 6 節］味の素スタジアム

日

勝利に向かって
　　ともに戦おう！

東京ヴェルディ
マッチデープログラム

セレッソ大阪
オフィシャルイヤーブック

FC東京
マッチデープログラム

INAC神戸 
マッチデープログラム

ガンバ大阪
オフィシャルイヤーブック

清水エスパルス月刊誌
S-PULSE NEWS

TOKYO VERDY
OFFICIAL YEARBOOK 
2013

TOKYO VERDY

東京ヴェルディ
オフィシャルイヤーブック

横浜F・マリノス 
オフィシャルマガジン
トリコロール

ヴィッセル神戸月刊誌
VISSEL SMILE

多様な制作体制を生かして、
スポーツメーカーやショップ
のカタログの編集制作も可
能です。販促ツールとして
店頭で配布することはもちろ
ん、『ワールドサッカーキング』
など定期誌の付録にするこ
とで、書店やコンビニなどの
流通に乗せることも可能で
す（右記は一例）。

雑誌のみならず、単
行本の編集・制作体
制も整っています。
文章をメインとした
書籍はもちろん、雑誌
メディアでの経験を
生かし、図解やイラス
トを用いた単行本も
多数制作しています。
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W E B

制  作
運  営

W E B

P R O D U C T I O N  /  O P E R AT I O N

　弊社媒体である『サッカーキング』で得たノウ
ハウをベースに、様々なウェブサイトに関わり、
幅広い業務を担っています。
　中でも、イングランドのマンチェスター・ユナ
イテッド、イタリアのインテル、ドイツのドルトム
ントの公式サイトにおいては、日本語版のディレ
クションからコンテンツの制作・管理まで、日々
の運用全般を担当しています。国内でも同様に、
サッカー関連の各種サイトの初期構築から運用
までに携わっています。
　また、SNSの隆盛にも適応し、Twitterや
Facebookを始めとした貴社アカウントの管理、
ツイートやポスト（投稿）用のコンテンツ制作も
可能です。『サッカーキング』の情報ソースを活
用できるため、質量ともに充実のコンテンツを実
現します。

充実のサイト運営、
コンテンツ制作

ヨーロッパクラブ日本語版公式サイト運営

イングランドが誇る世界的なビッグクラブである、マンチェスタ
ー・ユナイテッドの公式ホームページ日本語版。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。

マンチェスター・
ユナイテッド
www.manutd.jp

2011-12シーズンのブンデスリーガ覇者、香川真司が所属する
ドルトムントの公式ホームページ日本語版。クラブ公式の記事
やニュース展開はもちろん、日本語版向けのオリジナルコンテ
ンツの拡充や発信にも力を入れています。

ドルトムント
www.bvb.jp
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開発
構築

SYSTEM /  APPL ICAT ION

　ウェブサイトの運営やコンテンツの制作とと
もに、サイトのシステム開発やアプリの構築も手
掛けます。
　システム開発に関しては、イベントやキャンペ
ーン向けのサイトから、スポーツブランドが力を
入れるユニフォームのオーダーシステムを搭載
したシミュレーションサイトなど、多様なリクエ
ストにお応えします。
　アプリの開発についても同様に、ベースの構
築からデザインまで、貴社のイメージに沿ったオ
リジナルかつ実用的なアプリを制作いたします。
ウェブサイト、アプリとも、開発や構築のみなら
ず、コンテンツの制作や運用までワンストップで
の受注が可能です。
　また、ウェブサイトやアプリを『サッカーキン
グ』と連動させ、サッカーファンに特化したプラ
ンニングとともに、サービスを最大活用いただけ
る仕組みをご提供します。

実利的で効果的な
システム、アプリを開発

システム開発

アプリ開発

TOYOTA プレゼンツ
FIFA クラブワールドカップ ジャパン

公式アプリ

アディダス
フットボール大学

公式アプリ

リーガ・エスパニョーラ名鑑 2011-2012／プレミアリーグ名鑑 2011-2012 
セリエA名鑑 2011-2012／プレミアリーグ名鑑 2011-2012

［最新のテクロノジーでサッカーを分析］
フィジラボ 

powered by miCoach
physical-lab.jp

［SNSを利用した順位予想］
W杯2014
順位予想ジェネレーター
wctournament.soccer-king.jp

［自分だけのベストイレブンメーカー］
なんでもベストイレブン
俺ブン
oleven.soccer-king.jp

［SNSを利用した日本代表メンバー予想］
W杯俺JAPANジェネレーター

yosou.soccer-king.jp

［日本代表選手を採点しよう！］
俺ガゼッタ

rating.soccer-king.jp［サッカーチーム専用HP作成サイト］
SOCCER KING
FOR PLAYERS

www.sk4players.com

［toto予想ゲーム］
みんなで当てろ！5人のtoto侍

toto-samurai.com

［企画販売サイト］
サカポン

soccer-coupon.jp
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キャス
ティング

CAST ING

　弊社では、サッカー評論家として様々なシーン
で活躍するセルジオ越後のマネジメントを行っ
ています。そのため、テレビ番組やCM、講演会
への出演調整とともに、貴社へご提供するイベン
トやトークショーのメニューの中にキャスティン
グとして組み込むことも可能です。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
のこと、「プロ意識について」、「人材育成と組織
マネージメント」など、スポーツやサッカーを通
してあらゆる切り口で展開することができます。

セルジオ越後を
マネジメント

弊社所属タレント

キャスティング実績

セルジオ越後
1945年7月28日生まれ、ブラジル出身。18歳で
ブラジルの名門コリンチャンスと契約。その後
23歳で一度現役を退くも、1972年に来日。湘
南ベルマーレの前身である藤和不動産サッカー
部に1974年まで在籍。現在はサッカー評論家
として様々なメディア・講演などで活躍中。スポ
ーツ文化向上を目指し、プロアイスホッケークラ
ブ日光アイスバックスのシニアディレクターも
務める。

※敬称略

前園真聖
（サッカー解説者）

名波 浩
（サッカー解説者）

松木安太郎
（サッカー解説者）

三浦淳寛
（サッカー解説者）

風間八宏
（川崎フロンターレ監督）

福永 泰
（サッカー解説者）

福西崇史
（サッカー解説者）

小島伸幸
（サッカー解説者）

水内 猛
（サッカー解説者）

高橋陽一
（『キャプテン翼』原作者）

南葛シューターズ
芸能人女子フットサル界では、トップクラスの
実力を持つ高橋陽一監督率いる南葛シューター
ズ。毎週日曜日、シューターズが参戦する大会
の模様がBS日テレで放映されるなど、注目度の
高いチームです。中心選手：KONAN、松本さゆ
き、松原渓、阪本麻美
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その他
OTHER BUS INESS

　メディアの編集・制作やイベント事業の推進
とともに、サッカー関連事業としてセミナー事業、
Eコマースを運営しています。
　「サッカーキング・アカデミー」では、サッカー
メディアやサッカービジネスの世界で活躍する
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、受講順が選択可能で、就職・転職も手
厚く支援していきます。
　サッカーキング公式オンラインショップ「サッ
カーキング・ショップ」では、欧州4大リーグを中
心に、クラブチームやナショナルチームの公式グ
ッズを豊富にラインアップ。また、長年培った自
社のネットワークを活用することによって、日本
では入手困難な商品を海外から調達。希少価値
の高いアイテムをユーザーに提供しています。
　また、キャプテン翼スタジアムでは、小学生対
象の「キャプテン翼サッカースクール」を運営し
ています。日本サッカーをの未来を担う少年少女
に、サッカーのスキルだけではなく「サッカーを
通通じたコミュニケーション」を指導しています。

サッカー関連事業として
取り組む多様なビジネス 欧州を始め、世界中のクラブチームやナショナルチームのグ

ッズを取りそろえるオンラインサッカーショップ。
2015年5月より東京・八丁堀に当店の実店舗がオープン！

＜実店舗営業時間＞
11：00～18：00（土日祝日休み）
＜住所＞
東京都中央区八丁堀4-9-4 
Football★Plaza内

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、協調性を身に付けます。

サッカービジネスのプロを目指す方に向けて「実践主義」の
様々なセミナーを開講しているプロ養成スクール。

http://soccerking-academy.jp/ shop.soccer-king.jp/

http://www.tsubasa-school.jp/

実店舗
OPEN!



0 9

株式会社フロムワン
www.from1.com

〒104－0032　東京都中央区八丁堀4－9－4
T E L  03－3523－7131（代表）
F A X  03－3523－7132

アクセス  東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」下車　A1出口 徒歩1分

本社

1998年　「CALCiO2002」創刊
2001年　「totoONE」創刊（2006年7月WEB化）
2001年　「SOCCERZ」創刊（2007年3月名称変更→「Jリーグサッカーキング」）
2002年　携帯情報配信サービス開始
2006年　「ワールドサッカーキング」創刊
2008年　「浦和レッズマガジン」創刊
2008年　スクール事業「サッカーメディアセミナー」（現「サッカージャーナリスト養成講座」）運営開始　
2009年　無料サッカー情報サイト　「トータルフットボール」（現「サッカーキング」）運営開始
2010年　「サッカーゲームキング」創刊
2010年　ECサイト「フットボールプラザ」オープン／スポーツ施設事業　「キャプテン翼スタジアム」オープン
2011年　セルジオ越後氏とマネジメント専属契約を締結し、マネジメント事業本格スタート
2013年　「キャプテン翼スタジアム新大阪」オープン
2013年　ニューズ・コーポレーションと業務提携し、動画コンテンツサービス「ballball」の運営開始
2014年　「キャプテン翼スタジアム横浜元町」オープン
2014年　野球情報サイト「ベースボールキング」オープン

沿革

株式会社朝日新聞出版
株式会社電通
株式会社博報堂
株式会社アサツーディ・ケイ
公益財団法人日本サッカー協会
社団法人日本プロサッカーリーグ
浦和レッドダイヤモンズ株式会社
東京フットボールクラブ株式会社
東京ヴェルディ1969フットボールクラブ株式会社
横浜マリノス株式会社
株式会社エスパルス
株式会社ジュビロ
株式会社名古屋グランパスエイト
株式会社ガンバ大阪
大阪サッカークラブ株式会社
株式会社クリムゾンフットボールクラブ
株式会社サークルＫサンクス
大日本印刷株式会社
凸版印刷株式会社

主要取引先

みずほ銀行 築地支店
日本政策金融公庫 東京支店
りそな銀行 東京中央支店
三井住友銀行 京橋支店
八千代銀行 八丁堀支店
東京都民銀行 日本橋支店
商工組合中央金庫 池袋支店

取引銀行

株式会社スポルティーヴォ
株式会社キックス
株式会社ルーレット

関連会社

Conti Editore S.p.A.（イタリア）
Haymarket Media Group Ltd（イギリス）
株式会社朝日新聞出版

業務提携先

代表取締役社長 岩本 義弘
代表取締役副社長 道上 直人
常務取締役 田尻 美寧貴
取締役   坂尾 賢治
監査役   利 文彦

役員

1,000万円

資本金

1998年4月9日

設立

57名

従業員数

〒541－0046　大阪府大阪市中央区平野町3－1－8
T E L  06－6233－3131
F A X  06－6233－3132

アクセス  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

関西支社


