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2016-17シーズン開幕︕
7月にUEFA ユーロ 2016、 CONMEBOL コパ・リベルタドーレスの決勝が終わり、
チャンピオンが決定します。その後、8月末で欧州主要リーグ移籍市場が閉幕すると、
9月からUEFA チャンピオンズリーグ 2016-17 グループリーグ、 UEFA ヨーロッパリーグ
2016-17 グループリーグと各主要リーグの新シーズンが開幕します。

【UEFA チャンピオンズリーグ 2016-17 グループリーグ開幕】 2016年9月13日（火）・9月14日（水）

【UEFA ヨーロッパリーグ 2016-17 グループリーグ開幕】 2016年9月15日（木）

＜今後の主なスケジュール＞

【各主要4大リーグ】 2016年8月下旬開幕予定
※セリアA・プレミアリーグ・リーガ・エスパニョーラ・ブンデスリーガ
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アジア最終予選スタート︕
ロシアワールドカップの出場権をかけたアジア最終予選が開催されます。
9月1日（木）VSアラブ⾸⻑国連邦／埼玉スタジアム2002

9月6日（火）VSタイ／アウェイ

リオデジャネイロオリンピック サッカー競技開幕︕
U-23日本代表（男子）が出場するリオデジャネイロオリンピックが開幕します。
グループBの日本はナイジェリアと現地時間8月5日(⾦) 10:00に対戦します。
第1試合︓8月5日 （⾦）VSナイジェリア
第2試合︓8月8日 （月）VSコロンビア
第3試合︓8月11日（木）VSスウェ―デン

明治安田生命Ｊ１リーグ 2ndステージ開幕︕
J1リーグは7月2日（土）に2ndステージが開幕します。
8月31日（水）からはヤマザキナビスコカップ ノックアウトステージが開幕。
タイトルをかけた戦いに注目です。

今後のJリーグサッカーキング（雑誌）特集予定
7月柏レイソル
※特集内容は変更の可能性がございます。
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サッカーキングの公式アプリ運⽤開始︕

サッカーキング公式アプリ

①国内外のサッカーニュースをどこでも
⼿軽にチェックできます︕

②読みたいカテゴリをカスタマイズ可能

③ニュースを読んで クラブのファン認定︕

好きなカテゴリ（リーグ、大会、海外日 本人など）を
登録すれば、知りたいニュ ースだけをピックアップできます。

好きなクラブや選⼿の記事を読むだけで、
ファンの称号（バッジ）をゲットすることができます。
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twitterフォロワー数89万人突破︕※先月27,000人UP︕

1日平均フォロワー数1,000人↗。8月にはフォロワー数920,000人、9月950,000人予定︕

サッカーTwitterアカウント 総フォロワー数ランキング120位中、第2位 ※ツイナビ調べ（2016.6.20）

1位SHINJI KAGAWA / 香川真司 1,224,610フォロワー

2位サッカーキング 893,759フォロワー

3位サッカー日本代表 726,667フォロワー

4位コカ･コーラ 520,378フォロワー

5位日本サッカー協会 449,978フォロワー

サッカーキング公式Twitter
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サッカーキングは、全てのサッカーファンに向けた国内最大級のサッカー情報サイトです。

私たちの発信する情報は、あらゆるデバイス、あらゆる提携メディアを通じてユーザーに届けられ、

特にソーシャルメディアでは、日本のサッカー・スポーツカテゴリで有数の影響⼒を誇っています。

24,000,000+ ページビュー/月
（スマートフォン:22,000,000+ PC:2,000,000+）

13,000,000+ ユニークユーザー/月
（スマートフォン:11,000,000+ PC:1,500,000+）

890,000+ フォロワー

420,000+ いいね︕

※2016年6月度数値

30,000+ フォロワー

280,000+ 友達登録



Confidential6. 提携メディア一覧

8



Confidential

9

7. ユーザーデータ
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8. ユーザーデータ
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9. ユーザーデータ
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メニュー名 PRポスト
想定PV 2,000〜
掲載料⾦ ¥100,000

掲載開始日 毎週月曜日または木曜日正午
誘導枠 SNS x 1回

構成内容

タイトル
写真 x 1枚

本⽂（最大1,000字程度）
テキストリンク x 1本

申込期限 15営業日前18:00
レポート形式 PV、SNSシェア数、記事内リンククリック数

• 記事に使用する各種素材（タイトル、本⽂、写真、リンク先URL）は広告主
様または広告代理店様より⼿配をお願い致します。

• いただいた素材を弊社にて一部修正または修正の依頼をさせていただくこと
がございます。予めご了承下さい。

• 取材や撮影、各種素材の制作業務が発⽣する場合は別途お⾒積となります。
また、いただいた素材の大幅な修正や編集作業が発⽣した場合も別途費用を
ご請求させていただくことがございます。

• 全ての記事について、PRマークが入ります。
• 想定PVはあくまで想定ですので保証するものではありません。

タイトル

写真

本⽂

PR表記

動画

タイトル

写真

本⽂

＜SPサイト＞ ＜PCサイト＞

本プランは弊社が広告主様または広告代理店様ご提供の記事⽂言および写真素材を、
基本的にはそのままの体裁でリリースとしてレイアウトを⾏い、掲載するものです。

写真
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メニュー名 記事広告
想定PV 5,000〜

掲載料⾦ ¥300,000
掲載開始日 毎週月曜日または木曜日正午

誘導枠
SNS x 1回

【PC/SP】PICKUP枠
誘導枠露出期間 PICKUP枠︓1週間（SP/PC）

構成内容

タイトル
写真 x 1枚

本⽂（最大1,000字程度）
テキストリンク x 1本

申込期限 15営業日前18:00

• 記事に使用する各種素材（写真、リンク先URL）は広告主様または広告代理
店様より⼿配をお願い致します。

• いただいた素材を弊社にて一部修正または修正の依頼をさせていただくこと
がございます。予めご了承下さい。

• 取材や撮影、各種素材の制作業務が発⽣する場合は別途お⾒積となります。
また、いただいた素材の大幅な修正や編集作業が発⽣した場合も別途費用を
ご請求させていただくことがございます。

• 全ての記事について、PRマークが入ります。
• PVはあくまで想定ですので保証するものではありません。

本プランは弊社が広告主様または広告代理店様ご提供の素材をもとに、記事の編集・制作を請け負うものです。

広告エリア

写真
+

本⽂

タイトル

＜SPサイト＞ ＜PCサイト＞

タイトル

写真
+

本⽂

広告エリア
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メニュー名 編集タイアップ
想定PV 10,000〜
掲載料⾦ \500,000〜

掲載開始日 毎週月曜日または木曜日正午

誘導枠
SNS x 1回

【PC/SP】PICKUP枠
誘導枠露出期間 PICKUP枠︓1週間（SP/PC）

構成内容

タイトル
写真 x 最大5枚まで

本⽂（最大2,000字程度）
広告エリア x 1箇所

申込期限 15営業日前18:00
レポート形式 PV、SNSシェア数、記事内リンククリック数

• 本プランは弊社が記事の企画・編集・制作を一式で請け負うプランです。
• 写真、ロゴ、リンク先URLなど記事に使用する一部素材は広告主様または広

告代理店様より⼿配をお願い致します。
• 取材や撮影、各種素材の制作業務が発⽣する場合は別途お⾒積となります。
• いただいた素材を弊社にて一部修正または修正の依頼をさせていただくこと

がございます。予めご了承下さい。
• 全ての記事について、PRマークが入ります。
• 想定PVはあくまで想定ですので保証するものではありません。

本プランは弊社が記事の企画をおこない素材準備から制作、編集までを一式で請け負うものです。

タイトル

写真

本⽂

PR表記

リンク

タイトル

写真

本⽂

リンク

＜SPサイト＞ ＜PCサイト＞
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取材・インタビュー※1
ライター派遣 ¥70,000
カメラマン派遣 ¥50,000

その他オプション

タイアップ用LPデザイン・制作 ¥200,000
記事内バナー埋め込み※2 ¥30,000
動画埋め込み※3 ¥30,000
アンケートフォーム設置※4 ¥30,000

※1 ⾸都圏（東京、神奈川、千葉、埼玉）の場合。それ以外は交通費含め別途お⾒積もりとなります。

※2 テキストリンクは無料で対応します。

※3 youtube以外のプラットフォームをご希望の場合は、別途ご相談となります。

※4 googleフォーム以外のサービスをご希望の場合は、別途ご相談となります。

当オプションは、前述「記事広告」および「編集タイアップ」の両方に適用可能です。
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① 【SP】PICKUP
② 【PC】PICKUP

誘導枠

＜SPサイト＞ ＜PCサイト＞

②

①
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＜TOPページ＞

②

枠名 ①記事タイトル下
レクタングルバナー ②オーバーレイバナー ③記事本⽂下

レクタングルバナー

想定imps 1,000,000 1,000,000 1,000,000
想定CTR 0.25% 0.35% 0.25%

価格 ¥400,000 ¥350,000 ¥350,000
掲載期間 1週間 1週間 1週間
掲載面 ニュース・コラムなど TOP・中面など 記事ページ

原稿本数 2本まで 2本まで 2本まで
原稿差替 可 可 可
サイズ W300xH250px W320xH50px W300xH250px

ファイル形式 jpg/png/gif jpg/png/gif jpg/png/gif
容量 30KB以内 20KB以内 20KB以内

入稿期限 5営業日前18:00 5営業日前18:00 5営業日前18:00
保証形態 期間保証 期間保証 期間保証

＜記事ページ＞

①

③

②
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価格 ¥90,000 ¥120,000 ¥100,000 ¥150,000 ¥122,500
掲載期間 1週間 1週間 1週間 1週間 1週間
掲載面 TOP 記事ページ 記事ページ 記事ページ 記事ページ

原稿本数 2本まで 2本まで 2本まで 2本まで 2本まで
原稿差替 可 可 可 可 可
サイズ W336xH280px W728xH90px W300xH250px W300xH600px W300xH250px

ファイル形式
jpg/png/gif
30KB以内

jpg/png/gif
30KB以内

jpg/png/gif
30KB以内

jpg/png/gif
30KB以内

jpg/png/gif
30KB以内

アニメーション
15秒以内

（無限ループ不可）
15秒以内

（無限ループ不可）
15秒以内

（無限ループ不可）
15秒以内

（無限ループ不可）
15秒以内

（無限ループ不可）

入稿期限 5営業日前18:00 5営業日前18:00 5営業日前18:00 5営業日前18:00 5営業日前18:00
保証形態 期間保証 期間保証 期間保証 期間保証 期間保証

0.10% 0.18% 0.12%

④ダブル
レクタングルバナー

⑤記事本⽂下
レクタングルバナー

想定imp 300,000 300,000 300,000 300,000 350,000

件名 ①トップ中段バナー
②記事タイトル下
スーパーバナー

③レクタングル
バナー

0.10% 0.12%想定CTR

＜記事ページ＞＜TOPページ＞

① ①
⑤ ⑤

②
④

③
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� 本資料に記載のある広告商品について、各商品の料⾦、枠数、在庫、
その他仕様などは予告なく変更される可能性がございます。お申し込
み前に必ずご確認下さい。

� 記載のページビュー数、インプレッション数、クリック率は過去実績
数値をもとに算出した想定値であり、保証されるものではございませ
んので予めご了承下さい。尚、想定値を下回った場合も原則、補填は
⾏いません。

� 掲載可否については、広告主様の業種、広告クリエイティブ、原稿を
もとに、事前に弊社規定に基づき審査させていただきます。また、掲
載可否判断の結果事由については、一部回答をお断りする場合がござ
います。

� 広告主様および広告取扱代理店様は、広告内容について、第三者の権
利を侵害してないことおよび、記載の内容に関わる財産権の全てにつ
いて権利処理が完了していることを保証するものと致します。

� 広告のご掲載に際して、競合排除および同載の調整は⾏いませんので
予めご了承下さい。

� 仮押さえ、お申し込み、ご入稿は次頁のフォーマットに則って電子
メールにてご依頼下さい。弊社担当者からの受領メールをもちまして、
正式な受付とさせていただきます。

� 仮押さえは、1件のお申し込みについて1枠までとさせていただきま
す。尚、お申し込み日より5営業日後18時またはご掲載開始5営業日
前の18時（いずれか早い方）をもちまして、自動的に開放させてい
ただきます。

� お申し込み完了後、広告主様のご都合により広告掲載のキャンセルま
たは日程変更を⾏う場合、ご成約の広告料⾦より以下の料率で違約⾦
を頂戴致します。

� 入稿審査において、弊社からの変更依頼が広告主様および広告取扱代
理店様に受理されない、または期日（ご掲載開始日の2営業日前18
時）までに変更されなかった場合、弊社はお申し込みに基づく債務を
履⾏する義務を免れるものとします。本項を理由に掲載期間の変更お
よびキャンセルが⾏われた場合も、前項の規定に基づき違約⾦または
成約済みの広告料⾦をご請求させていただきます。

� 広告の掲載中において、以下に該当する場合、弊社は当該広告掲載を
停⽌できるものとし、弊社は広告掲載未実施の一切の責を負わないも
のとします。

� 掲載された広告や原稿、その他キャンペーンについて、掲載事例とし
て弊社の作成する媒体資料に使用させていただくことがございます。

• 当該広告からのリンクが無効であったり、リンク先のウェブペー
ジに不具合が発⽣した場合、またはリンク先を弊社に無断で入稿
時と異なるものに変更した場合

• 広告主様と暴⼒団等反社会的勢⼒との関係が発覚したり、事件や
訴訟問題への関与が発覚した場合など、第三者の権利を侵害、ま
たは第三者の迷惑になると弊社が判断した場合

• 天変地異その他弊社の責によらない事由により、掲載先のサイト
が一時的に閲覧できない状態になるなど、予定の期間広告が掲載
されなかった場合

ご掲載開始日の
• 10営業日前まで︓なし
• 6営業日前まで︓広告料⾦の30%
• 3営業日前まで︓広告料⾦の50%
• 1営業日前まで︓広告料⾦の80%
• 当日およびご掲載開始後︓広告料⾦の100%



Confidential18. 入稿審査フロー

20

お問い合わせ

業種審査

ご提案

お申し込み

仮押さえ

仮押さえ解放

入稿審査

審査OK 審査NG

審査OK 審査NG

入稿

ご掲載開始

※ご掲載開始日の5営業日前18:00まで

※広告クリエイティブ、原稿の審査

※広告主様の業種審査
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＜掲載可否フォーマット＞

＜宛先＞
TO︓弊社営業担当
CC︓sales@from1.com
※担当者が不明または不在の場合は、
TO︓sales@from1.comまでお問い合わせ下
さい。

＜件名＞
【掲載可否】サッカーキング メニュー名 ご掲
載企業名 掲載期間（ ○ / ○ 〜 ○ /○）

＜本⽂＞
------------------------------
広告主名︓
代理店名︓
リンク先URL︓
訴求内容︓

媒体名︓サッカーキング
メニュー名︓
掲載期間︓

備考︓
------------------------------

＜入稿フォーマット＞

＜宛先＞
TO︓弊社営業担当
CC︓sales@from1.com

＜件名＞
【入稿】サッカーキング メニュー名 ご掲載企
業名 掲載期間（ ○ / ○ 〜 ○ /○）

＜本⽂＞
------------------------------
広告主名︓
代理店名︓
リンク先URL︓
訴求内容︓

媒体名︓サッカーキング
メニュー名︓
掲載期間︓
添付ファイル名︓

備考︓
------------------------------

＜仮押さえ/申込フォーマット＞

＜宛先＞
TO︓弊社営業担当
CC︓sales@from1.com

＜件名＞
【仮押さえ または 申込】サッカーキング メ
ニュー名 ご掲載企業名 掲載期間（ ○ / ○ 〜
○ /○）

＜本⽂＞
------------------------------
広告主名︓
代理店名︓
リンク先URL︓
訴求内容︓

媒体名︓サッカーキング
メニュー名︓
掲載期間︓
掲載⾦額︓
マージン︓
請求⾦額︓

備考︓
------------------------------

ご掲載可否、仮押さえ、お申し込み、入稿のご連絡は、

以下のフォーマットに必要項目をご記入いただき、所定のメールアドレス宛にご連絡下さい。



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

関⻄⽀社所在地 〒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

Confidential


