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デジタル
進出期

出版
進出期会社沿革

経営理念
PHILOSOPHY

スポーツ文化の普及啓蒙に貢献し、スポーツ文化の拡大、発展に寄与する。

そして、未来のスポーツ文化を創造する。

①すべての人々にスポーツの喜び・感動・物語を届ける

②すべての人々にスポーツを楽しむ環境を提供する

③すべてのスポーツ団体、競技者、それに関わる人々を支援する

④そして、スポーツに「情熱」を捧げる

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。

そんなスポーツの恩恵を受けられる場を提供する。

①新しいメディア・事業にアグレッシブにチャレンジし続ける

②コンテンツ・サービスの質に徹底的にこだわり、追求する

③常にお互いを尊敬し、仕事への情熱とプライドをかけ、必ずやり遂げる

会社設立（4月）

■「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
魅力を伝える。

■「SOCCERZ」創刊

■「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

「プレミアシップマガジン」創刊 ■
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。

「totoONE」創刊 ■
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。

※2005年の大会名称はFIFAクラブ世界選手権

※「SOCCERZ」から名称変更

※「トータルフットボール」から名称変更

■「Jリーグサッカーキング」創刊

■「ワールドサッカーキング」創刊

「浦和レッズマガジン」創刊 ■

「totoONE」デジタル化 ■

「サッカーメディアセミナー」運営開始 ■
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セルジオ越後氏とマネジメント専属契約 ■

「サッカージャーナリスト養成講座」運営開始 ■

フットサル施設 「キャプテン翼スタジアム」オープン ■

オンラインストア 「フットボールプラザ」オープン ■

「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天王寺」オープン ■

「キャプテン翼スタジアム南与野（旧ジョモニスタ南与野店）」オープン ■
「キャプテン翼スタジアム戸田（旧ジョモニスタ戸田店）」オープン ■

「キャプテン翼スタジアム南浦和（旧ジョモニスタ南浦和店）」オープン ■

「キャプテン翼スタジアム垂井」オープン ■

■ サッカー情報サイト
「サッカーキング」運営開始

■ 野球情報サイト
「ベースボールキング」運営開始

■ バスケットボール情報サイト
「バスケットボールキング」運営開始

■「サッカーゲームキング」創刊

■「サムライサッカーキング」創刊

■「サッカーキング」創刊

■「サッカーキング・ジュニア」創刊

「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 ■

「キャプテン翼スタジアム横浜元町」オープン ■

■ サッカー情報サイト
「トータルフットボール」運営開始

インターネット番組 「サッカーキング・ハーフ・タイム」配信開始 ■

「サッカーキング・アカデミー」運営開始 ■

Ⓒ高橋陽一／集英社

※「サッカーメディアセミナー」から名称変更

※「サッカージャーナリスト養成講座」から名称変更

※「フットボールプラザ」から名称変更

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。

東 京 五 輪 開 催
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サッカーキング
soccer-king.jp
（サッカーポータルサイト）

ベースボールキング
baseballking.jp
（野球ポータルサイト）

スマホ スマホPC PC

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。「すべてのサッカーファンを豊かにする」
というコンセプトの下、サッカー日本代表、ヨーロッパサッ
カー、Ｊリーグを中心に最新のニュース（月間1000本以上）
をどこよりも早く配信します。“今が旬”のテーマを取り上
げる特集、コラム、選手・監督インタビューなど、読み応え
のある記事も随時掲載。その他、国内外の試合結果速報、映
像・動画、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」を提供していきます。

野球を“もっと”楽しむための野球専門ポータルサイト。プ
ロ野球やMLB、侍ジャパン、大学、高校に関する一次情報だ
けではなく、ベースボールキングならではの視点や切り口
で、野球に関わるおもしろネタや旬な情報を発信していま
す。ニッポン放送『ショウアップナイター』と連動した記事
も充実。ツイッターでは、記事だけではなく気になる試合速
報を随時投稿しています。「知らなくても困らないけど、知っ
ていると、もっと野球が楽しくなる」、そんな情報を野球ファ
ンの皆さんに日々お届けします。

国内最高峰のサッカー総合情報サイト もっと野球が楽しくなる情報サイト

国内トップクラスの
フォロワー数を誇るSNS

※2019年2月現在

国内トップクラスの
フォロワー数を誇るSNS

※2019年2月現在

主なニュース配信先
※2018年11月現在

ショウアップナイター

Twitter
約113万フォロワー

Twitter
約15万9,000フォロワー

Instagram
約11万フォロワー

アプリ
約13万

DL

友だち
約108万

友だち
約21万

シーズンオフには、現役プロ野球選手に参加いた
だき、小学生向けの野球教室を開催。“野球を楽し
む”という原点に立ち返り、野球をもっと好
きになってもらうための「きっかけ」づくり
にも取り組んでいます。

ニッポン放送が放送しているプロ野球中継番組
『ショウアップナイター』とパートナーシップを
組み、HPの運用全般を行うほか、ショウアップ
ナイター解説陣が中継のなかで語った試合の注
目ポイントや独自の視点、取材活動の中で得た
情報などを記事化し、ベースボールキングの流
通経路を使って配信・拡散しています。

イベント
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バスケットボールキング
basketballking.jp

（バスケットボールポータルサイト）

スマホ PC

LINE イベント

Bリーグ開幕に合わせ、2016年9月20日にオープン。Bリー
グをはじめ、日本代表、Wリーグ、小学・中学・高校・大学
といった国内バスケットボール情報に加え、NBAやNCAA、
3x3などのコンテンツを幅広く扱います。また、競技のみ
に特化せず、ファッション性溢れるウェアやシューズなど
様々なバスケットボール関連商品や、バスケを取り巻くカ
ルチャーも紹介。選手のプレー解説、他競技とのコラボ企
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、
バスケットボール界を盛り上げていきます。

バスケをやる＆観る楽しさを伝えます！

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。

totoの攻略を全力サポート!

スマホ PC

トトワン
totoone.jp
（サッカーくじ『toto』ポータルサイト）

日本代表戦やB・Wリーグ
の開幕、プレーオフ直前な
ど、バスケットボールに注
目が集まる時期はもちろ
ん、毎月1回、各チームの
ファン・ブースターを集め
てイベントを開催。現役
選手や解説者を招いて
トークライブ形式
で行う場合もあ
ります。

Jリーグサッカーキング
（不定期刊行誌）

サムライサッカーキング
（不定期刊行誌）

浦和マガジン
（不定期刊行誌）

サッカーキング
（月刊誌）
毎月15日発売

定価：980円（税込）
発行部数：50,000部

ワールドサッカーキング
（不定期刊行誌）

“Story	and	Knowledge	of	Football”を
コンセプトに掲げ、国内外のサッカーを
横断的に扱う特集、そして“サッカーを

書く”ことに情熱を傾けるライター陣の
連載をお届け。サッカーを愛する人々の
日常を豊かにすることを目指します。

サッカーの“物語”を届け、
読者の“見聞”を広げる総合サッカー雑誌。

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。

海外サッカーを究める
ワンテーマ・マガジン

“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。

日本サッカーの
現在と未来を追求

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。豊富なインタ
ビューや特集企画を展開します。

1クラブに焦点を当てた
Jリーグ専門誌

“レッズを愛するすべての人に”をモッ
トーに、独占インタビューをはじめと
するサポーター垂涎の情報を掲載。

サポーター必携の
浦和レッズ専門誌
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オフィシャルサイトの制作・運営
（海外リーグ・クラブ）

マンチェスター・ユナイテッド
manutd.jp

（日本語版公式サイト）

ドルトムント
bvb.jp

（日本語版公式サイト）

ブンデスリーガ
bundesliga.com/jp

（日本語版公式サイト）

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。

ドルトムントの日本語版公式サイト。ク
ラブ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。

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リーグの最新
ニュース、インタビューを日本語で発信。

オフィシャル発行物の制作
（協会・リーグ・大会およびJリーグクラブ・Bリーグクラブ）

FIFAクラブワールドカップ
ジャパン2016

オフィシャルプログラム

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

2018/2019

FC東京
イヤーブック

東京ヴェルディ
創立50周年記念本

FC町田ゼルビア
イヤーブック

横浜F・マリノス
ファンクラブ会報誌

ガンバ大阪
イヤーブック

バスケットボール男子日本代表
マッチデープログラム

セレッソ大阪
イヤーブック

川崎ブレイブサンダース
ファンクラブ会報誌

ヴィッセル神戸
VISSEL SMILE

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
マッチデープログラム

ウインターカップ
プログラム

サガン鳥栖
ファンクラブ会報誌

清水エスパルス
創設20周年記念本

名古屋グランパス
イヤーブック

アルバルク東京
イヤーブック

メディア事業で得た経験やネットワークを駆使して様々な
分野へ事業を拡大。海外サッカーリーグ、クラブのオフィ
シャルサイト、オフィシャルSNSの運営をはじめ、新サービ
スの開発、販促ツールの制作など、関連事業において実績と

ノウハウを蓄積し続けています。クラブ、協会のオフィシャ
ル発行物、グッズなども制作。大会公式プログラム、イヤー
ブック、マッチデープログラム、会報誌など、デジタル分野
だけではなく印刷物の制作請負の実績も多数あります。

メディアの利点を生かした多角的事業

オウンドメディアコンテンツ制作

INSIDE GRAMPUS
（インサイド・グランパス）

（名古屋グランパス）

名古屋グランパスの公式有料サ
イト。日々のトレーニング映像や
選手の素顔に迫るインタビューな
ど、チームと選手の“今”を伝える
コンテンツを制作。
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主な制作実績
（自社制作・請負制作）

ハリルホジッチ記者会見生中継
注目が集まった元サッカー日本代表監督ハリルホジッチ氏の記
者会見の模様を全編ノーカットでライブ配信。リアルタイムで
テロップを加え、同映像ソースを使用した他メディアと差別化。

ドラフト2017速報ライブ
清宮幸太郎選手の行き先が注目を集めたドラフト会議を第1
巡指名から各球団の指名終了まで配信。インターネット配信
では競合番組が少なく、多くの視聴者を獲得しました。

BリーグCS2017－18直前展望
「Bリーグ	チャンピオンシップ	2017－
18」の展望番組をライブ配信。Bリーグ
の協力もあり、多くのバスケットボール
ファンにリーチすることができました。

ハウツー動画制作
「パーソナルパワープレート」を使用し
たハウツー動画を制作。「振動する」と
いう映像では伝えにくい商品の特長を、
グラフィックを加えることで視覚化。

PR動画制作
スパイク試履会に参加した選手にテク
ニックを披露していただき、撮影・編集。
SNSで発信することで、イベントの周知
とスパイクのPR促進を図りました。

イベントの企画・制作・運営
（サッカークリニック／パブリックビューイング	ほか）

雑誌、Web、SNS、20年にわたり培ってきた読者に“伝える”
ノウハウをもとに動画事業を2017年より本格的に展開。自
社チャンネルでのライブ配信やインタビュー、取材、企画動
画など、定期的にコンテンツを配信しています。また、広告

主による動画活用ニーズが高まっており、企画、キャスティ
ング、撮影、編集に加え、イベントや発表会、記者会見のライ
ブ配信を行った実績も多数。動画制作に必要な進行表や台
本の制作も行っております。

“伝える”ノウハウをもとにした動画事業展開

Arsenal Soccer Clinic
（主催：エミレーツ航空／協力：	アーセナル）
開催：愛知県、埼玉県　参加人数：小学生約120名　

『クラシコ祭』 （PVイベント）
（主催：ラ・リーガ）

会場：nicofarre　参加人数：約200名

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各店舗　参加チーム：90チーム（2017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）

ミズノ『グローバルエリート』体験会
（主催：ミズノ株式会社）

会場：神宮室内球技場

NEW BALANCE FOOTBALL DAY（10日間）
（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

an超バイト『遠藤保仁選手のフリーキック壁バイト』
（主催：パーソルキャリア株式会社）

会場：ガンバ大阪練習場

#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

チャンネル運営
サッカーキングチャンネル

（YouTube／ニコニコ生放送／Periscope）

注目トピックス
「クラブハウス生配信・選手出演」 （18年3月）

「出張配信・生公開収録」 （18年3月）
「W杯32カ国格付け動画」 （18年2〜5月）

様々なライブ配信番組と収録動画をほぼ
毎日公開。サッカー専門Webメディアでは
チャンネル登録数トップを誇り、幅広い年
齢層にバラエティに富んだコンテンツを届
けています。

YouTubeのチャンネル登録数

ライブ配信の平均視聴数

収録動画の平均視聴数

約55,000
約30,000
約40,000



tsubasa-stadium.com

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）

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

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

住所・TEL

〒338－0832
埼玉県さいたま市桜区西堀9－17－4
048－859－6701

アクセス

JR埼京線南与野駅より徒歩約10分
設　備

屋外・ロングパイル人工芝3面
更衣室・トイレ・シャワー完備

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）

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

設　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

住所・TEL

〒336－0018
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
048－709－7775

アクセス

JR京浜東北線、JR武蔵野線南浦和駅より徒歩約1分
設　備

屋外・ロングパイル人工芝2面
更衣室・トイレ・シャワー完備

住所・TEL

〒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

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

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

住所・TEL

〒335－0021
埼玉県戸田市新曽1400
048－447－6720

アクセス

JR埼京線戸田駅より徒歩約10分
設　備

ロングパイル人工芝3面（屋外1面・屋内2面）
更衣室・トイレ・シャワー完備

住所・TEL

〒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

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

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

住所・TEL

〒503－2100  岐阜県不破郡垂井町笹原1911－1 
0584－47－5283（ゴー！ツバサ）

アクセス

JR東海道本線「垂井」駅より徒歩7分
設　備

サッカーフルコート1面（ジュニアサッカーコート2面）
屋内フットサルコート1面（タイル）
屋外フットサルコート2面（ロングパイル人工芝）
男女更衣室（シャワー完備）・トイレ・医務室・物品販
売スペース・カフェ2F併設・テラス席

tsubasa-stadium.com/tokyo-kita

tsubasa-stadium.com/minamiyono

tsubasa-stadium.com/shin-osaka

tsubasa-stadium.com/minamiurawa

tsubasa-stadium.com/yokohama-motomachi

tsubasa-stadium.com/toda

tsubasa-stadium.com/tennoji

tsubasa-stadium.com/tarui

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南与野

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南浦和
©Nacasa&Partners/Kim DongGyu

©Nacasa&Partners/Kim DongGyu

キャプテン翼スタジアム横浜元町

キャプテン翼スタジアム戸田

キャプテン翼スタジアム天王寺

キャプテン翼スタジアム垂井

レンタルコート 大会 個サル

tsubasa-school.jp
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大人気のサッカー漫画『キャプテン翼』の名を冠し、埼玉・東
京・横浜・大阪・岐阜に8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出場といった団体での
ご利用はもちろん、お一人様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、社内の
懇親大会などのご依頼や、スクール型プログラム、テニスレ
ンタル（横浜元町店のみ）など、様々な用途でのご利用やイ
ベントにもご活用いただけます。

様々な用途で使えるフットサルコート

東京北東京北東京北

南与野南与野

新大阪新大阪

南浦和南浦和

横浜元町横浜元町

戸田戸田

天王寺天王寺天王寺天王寺

キャプテン翼スタジアムが運営するサッカース
クール。対象は年少〜中学3年生までと幅広く
（場所によって対象は異なります）、「ボールはと
もだち」を合言葉に、サッカーを通じた友だち作
りや、社会性、協調性などを身に付けます。卒業
生はJクラブ下部組織へ進んだり、垂井校ではU
－12チームが全国大会に出場するなど、トップレ
ベルの技術習得を目指すカテゴリーもあります。

開催校　南与野／サクラディア／南浦和／戸田／西が丘／横浜元町／垂井／天王寺

※チーム活動は「翼SC」として、現在垂井校で活動しています。

サッカーを通して
子供の成長をサポート



FROMONE	S.C.（フロムワン	エス	シー）はコミュニティ・
教育・キャリア支援サービスの総称です。スポーツ文化の
拡大・発展を願い、スポーツを愛する方へ様々なサービス
を提供していきます。

スポーツが人と人をつなぐ会員制クラブ

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。

ファン必携のアイテムを豊富にラインアップ

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。

弊社所属タレントを
キャスティング

サッカー、野球、バスケットボールの現
役、OB選手のキャスティング実績が多
数。イベントへの出演やタイアップでの
起用、スクールコーチなど、ニーズに合わ
せてご提案させていただきます。また、ス
ポーツ好きタレントやMCの相談も可能。

ゲストキャスティング事例

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

スポーツデジタルメディア編集講座
講師：フロムワンスタッフ
スポーツメディアの編集者を志す学生や社会人を対象に、第一線で
活躍する講師陣が懇切丁寧で実践主義の講義を実施しています。

イニエスタを招聘したRakutenが仕掛ける
スポーツマーケティング戦略
講師：堀 弘人 
楽天株式会社
グローバルスポンサーシップオフィス

コワーキングスペース

shop.soccer-king.jp

セルジオ越後 
（サッカー解説者）

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

高橋陽一 
（漫画家／『キャプテン翼』作者）

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。

スマホ PC

旧国立競技場の座席をリユースして制作したスツールといったオリジ
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
少価値の高いアイテムをユーザーに提供しています。

オリジナル商品や
当店限定コラボ商品の開発

弊社発行の雑誌の限定付録としてオリ
ジナルのポスターやカレンダーを制作。
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。

弊社発行雑誌の限定付録

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

fromone-sc.jp

弊社1Fのスペースを活用しス
ポーツを切り口にしたコワーキ
ングスペースの運営、座学形式
のセミナーやファンを集めた交
流会など、多種多様なイベントを
連日実施しています。

※社名や講師の役職はセミナー実施当時のもの。

親子で作ろう 世界でたった一冊のサッカー雑誌
毎年夏休みに開催している体験型セミナー「親子で作ろう	世界で
たった一冊のサッカー雑誌」。自由研究のためだけでなく、セミナー
を通じた親子の思い出づくりの場にもなっています。
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マネジメント

（業務提携　株式会社TSUBASA所属）

元楽天・オリックス
強化担当

加藤康幸

ワーキングスペース

イベントスペース

セミナー・トークショー

酸素カプセル

キャリア支援

各種セミナー
（スポーツビジネス／語学	ほか）

主な取り組み先
アビスパ福岡株式会社／株式会社いわ
きスポーツクラブ／株式会社Amazing	
Sports	Lab	Japan／大阪サッカークラ
ブ株式会社（セレッソ大阪）／株式会社
鹿島アントラーズFC／株式会社ガンバ
大阪／株式会社コンサドーレ／株式会
社サンフレッチェ広島／株式会社ジェ
イ・スポーツ／公益社団法人	日本プロ
サッカーリーグ（Jリーグ）／株式会社
ジェブエンターテイメント／シティ・
フットボール・ジャパン株式会社／ス
ポーツブランディングジャパン株式会
社／ソニーイメージングプロダクツ＆
ソリューションズ株式会社／データスタ
ジアム株式会社／株式会社テレビ東京
／東京フットボールクラブ株式会社（FC
東京）／株式会社名古屋グランパスエイ
ト／株式会社ニューバランス	ジャパン
／株式会社マーススポーツエージェン
ト／ミズノ株式会社／楽天株式会社／
株式会社レピュコムジャパン／横浜マ
リノス株式会社／株式会社VOLUME社

※順不同

多岐にわたる講師の方々から、実
例を元にスポーツに関わる様々
な課題や現状、ビジネス戦略を
学ぶことができる1回完結スタイ
ルのセミナーも実施しています。
「スポーツ業界で働きたい」とい
う想いを、現実のものに変える
きっかけとなる機会を数多く提
供します。

© CORACAO 齊藤友也


