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01 はじめに

【代表メッセージ】�
起業の⾛りである株式会社プラスクラスでは、起業のキッカケになったスポーツを仕事にするコトを我慢し続け、まずは⼈材⾯におけるチ
ーム創りや提供するサービスの質を安定させるために⼀般企業向けにウェブコンサルティングサービスを提供してきました。�

創⽴当初より⾔い続けてきた通り、4期⽬から満を持して社内でスポーツ事業を事業部化し、1年で⾒通しが⽴ったため、2016年にプラス
クラス・スポーツ・インキュベーション株式会社（以下PSI）を設⽴しました。スポーツに関わる全てのビジネスにおいてインキュベータ
ーであることを⽬指し、PSIという社名にしました。プラスクラスと同じく強みを展開し、ウェブコンサルティング事業を軸にスポーツ界
にウェブ活⽤をインキュベートしていく役割を担い、スポーツ団体⽀援企業として初の上場企業を⽬指して⽇々業務に取り組んでいます。�

スポーツ産業が伸びている各国はGDPも伸びると⾔われ、ここ⽇本でも国を主体としてスポーツ産業の成⻑戦略が描かれています。2020
年には10兆円、2025年には15兆円と⾒⽴てる中、PSIも産業の発展と共により必要とされ、成⻑していけると⾰新しています。スポーツで
稼ぐ、それは⼤きな夢だと今は⾔われるかもしれません。ですが、夢は⾒るものではなく、叶えるものだと確信しています。この⼤きな夢
は、皆様のご協⼒なくしては実現できません。今後とも熱い、厚いご協⼒ご声援のほど、何卒よろしくお願い致します。ともに⽇本が熱狂
や感動で溢れる⽇々を演出しましょう！�

【代表略歴】�
��■2004年、⼤学卒業後、プロバスケ選⼿としてカリフォルニアへ渡⽶。� �
��■2004年、帰国後、渋⾕のアパレルショップにて販売員ならびに海外輸⼊、WEBショップの担当。� �
��  -�⼊社3ヶ⽉で売上の約65％を占めるほどのトップセールスマンに。その後毎⽉営業トップ。� �
��  -�海外の独⾃ブランドの⽇本総代理店契約を3ブランドと結び、⼤きく利益率増加に貢献。� �
��  -�WEBショップ担当として、売上チャネルの増加に貢献。� �
��■2006年、再度プロバスケ選⼿としてプロストリートボールリーグ「LEGEND」に参戦。� �
��  また、営業としてリーグならびに選⼿のスポンサーの獲得営業も担当。� �
��■2007年、引退を機に、独⽴を決意し、必要なスキルを得るために転職活動。� �
��■2007年、組織⼈事コンサル会社にて⼈材コンサルタントを担当。約25社の組織のコンサルと⼈材斡旋を実施。� �
��  また、⾃社WEBサイトの担当も兼任。� �
��■2008年、上記の会社の事業縮⼩（リストラ）を機に、WEB系会社に就職。� �
��  -�SEO業界No.1のアイオイクス株式会社にて技術を学び、投資先ジョイントベンチャーへ技術統括として出向。� �
��  -�約半年で売上トップとなり、その後毎⽉営業トップに。コンサルティング経験はのべ約500社。� �
��  -�約3年間で代理店売上シェアが10％弱から40％強に伸ばす。� �
��  -�営業活動をする傍ら、技術部⾨の部⻑となり、8名の技術者を統括。� �
��  -�企業成⻑のため、新商材の開発を⼀⼈で担当し、SEO会社からコンサル会社への成⻑に⼤きく貢献。� �
��  -�功績が認められ、宣伝会議での講演やセミナーでの講演から、専⾨学校での講師まで担当。� �
��■2011年12⽉1⽇、株式会社プラスクラスを渋⾕にて設⽴。�
��■2015年、スポーツ事業を開始し、北海道コンサドーレ札幌公式アドバイザー、⽇本バレーボール協会本部員に就任。�
��■2016年2⽉3⽇、プラスクラス・スポーツ・インキュベーション株式会社を設⽴。�
��■2017年、様々なデジタル系カンファレンスでスポーツ×デジタルの内容で登壇。�
��■2018年9⽉4⽇、マーケター向け専⾨メディア『マーケジン』にてスポーツ×デジタルで担当コラムを開始。�
��■2018年10⽉17⽇、⾃社開発のiOSアプリSpogramをリリース。�
��■2020年2⽉8⽇、スポンサー代理サービスを提供開始。�
��■2021年3⽉、スポンサーのマッチングサービス、コミュニティサイト『パートナーズシップ』を提供予定。
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02 会社案内

社名

設⽴

住所

電話

URL

プラスクラス・スポーツ・インキュベーション株式会社

2016年2⽉3⽇（現在5期⽬）

東京都千代⽥区永⽥町2-17-3�来栖ビル4F�株式会社プラスクラス内

03-6206-6788

https://plusclass-sports-incubation.co.jp
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03 アドバイザー

Blue�United�Corporation代表。�
⿅島アントラーズ・グローバルストラテジーオフィサー、MLS�Players�and�
International�Relationsコンサルタント、⼤宮アルディージャ・グローバル
強化担当、パシフィックリーグマーケティング国際事業開発担当・スペシャ
ルキャリアアドバイザー、エンゲート株式会社グローバルパートナーなども
務める。2012年にはFIFAマッチエージェントライセンスも取得し、2018年
にパシフィックリムカップを創設。同年プロeスポーツチームの「Blue�
United�eFC」も⽴ち上げ。�

2017年より⻘⼭学院⼤学地球社会共⽣学部の⾮常勤講師を務める。著書：
「MLSから学ぶスポーツマネジメント〜躍進するアメリカサッカーを読み解
く（東洋館出版）」。受賞等：2019年サッカー本⼤賞、2015年UMASS
「Alumni�on�the�rise�Award」、2017年東京ニュービジネス協議会�「国際
アントレプレナー賞」、2018年及び、2019年SPIAアジア「年間最優秀国際
スポーツイベント賞ファイナリスト」など。

強⼒なアドバイザーも業務に積極的に参加

運営堂代表である森野⽒は、Web制作会社の営業など数社を経て2006年に
独⽴後、中⼩企業のWeb運⽤を⽀援してきました。Googleアナリティクス
などのアクセス解析ツールに精通し、豊富な社会・業務経験と独⽴系コンサ
ルタントのポジションを活かして、柔軟で客観的な改善提案を顧客に⾏って
います。運営堂ブログや毎⽇堂メルマガはデジタルマーケティング業界では
良く知られており、豊富な知識や実践ぶりがそこからも伺えます。また、運
営堂での活動以外では、アナリティクスアソシエーションのセミナー編成委
員であり、愛知⼤学⾮常勤講師も�務めています。

中村武彦⽒
事業戦略参与

森野誠之⽒
データマーケティーングコーディネーター
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02 プロスポーツチーム�
のマネタイズ
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満員こそが最⾼のエンタテイメント�
PSIがどう価値提供するか？



9

サービス全体像



08 PSIのマーケティングメソッド

PSIの⺟体となる株式会社プラスクラスは、集客や売上増加にコミットしなくてはいけない⼀般企業へ向けたマーケティング領域で結果を出し続け、求められ続け、営業活動⼀切ナシで今まで
来ています。特にWeb業界ではありがちなソリューションごとの縦割りに違和感を感じ、⾃社にてすべてを⼀気通貫でサービス提供している点で珍しく、⼤⼿上場企業も顧客に持っています。

この考えをスポーツに！という想いでPSIはコンサルティングしています。未だにWeb化、IT化が進んでいない⽇本のスポーツ業界をReinventしていく気概でお客様に向き合っています。アメ
リカメジャーの40年前、と⾔われないためにも、⼩さなところからWebを実践しましょう。

10
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・観客動員数を2倍にしたい！�
・新規の顧客を増やしたい！�
・まずは⾒やすい、買いやすいサイトに�
改善していきたい！

・平均観客動員数を1,900⼈→2,200⼈にしたい！�
・船橋∕千葉エリアにファンを増やしたい！�
・Bリーグ開幕に向けてバスケ業界でSNSにおいて�
存在感No.1になりたい！

シーズンを通して数百万円の広告ご予算をいただき、観客動員数を120%〜
130%増に貢献しました。実施したLP制作と広告運⽤の結果として、チケット
での売上効果で想定約4,500万円の効果を出しました。札幌市⺠のみに広告を
配信し、公式サイトではチケットが購⼊しづらいので、LPを制作し、わかり
やすくチケットサイトへ⾏ける導線を設置したことで効果が最⼤化しまし
た。

サイト制作も含めて、シーズンを通して1千万円規模の広告ご予算をいただ
き、平均観客動員数を3,600⼈にすることに貢献しました。実施したSNSの強
化では、Facebookページがいいね！数20,000（開始時は約7,000）に達し、
SNS経由でのチケット売上も⼤幅増加しました。平均観客動員数もバスケ界
で1位になり、SNS含め、チーム経営としては名実ともにNo.1になりました。

チケット販促事例

11
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・とにかく集客数を伸ばしたい！�
・会場で⾮⽇常空間を創り上げたい！�
・初めての⼈にも優しいクラブでありたい！�
・選⼿の魅⼒も伝えていきたい！

・苫⼩牧をスポーツの町としてアピールしたい！�
・インバウンドや合宿誘致をしたい！�
・⾃然豊かなコースを魅⼒的に伝えたい！�
・町の代表ホッケーチームもアピールしたい！

スポンサー営業⽤の映像制作から始まり、ウェブコンテンツの制作はもちろ
ん、SNS⽤映像の制作、街頭ビジョン⽤映像の制作、会場におけるオープニン
グ映像まで幅広く制作において⽀援しています。Bリーグ設⽴2年⽬にはチー
ムの勝敗に関わらずリーグ2位の観客動員を実現し、リーグ内でも運営におい
て注⽬されるクラブになりました。リーグ1位の集客を⽬指し⽀援していま
す。

市との共創事業により、王⼦ホテルと王⼦イーグルスの魅⼒をアピールする
実証事業を取り組みました。王⼦ホテルにおいては⾃然豊かな魅⼒的なラン
コースを映像にすることで、オリンピック選⼿の⼤会直前の合宿地として採択
もされました。王⼦イーグルスでは年平均を100⼈増加させ、ホッケーリーグ
の中ではビジネスサイドで結果を出したチームとして表彰されました。

映像制作事例

12
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・スポンサー企業候補にアピールしやすい�
映像が欲しい！�
・現地の盛り上がりとクラブの情報を適切に�
表現することで営業しやすくしたい！

・ファンクラブの登録者数を伸ばしたい！�
・クリエイティブの統⼀感がないことが悩み！�
・既存の制作会社の動きに満⾜していない！�
・オンラインとオフラインで施策を展開したい！

クラブの魅⼒が伝わるような映像をまずベースとして制作し、その後クラブ
の情報が適切に伝わるようにインフォグラフィックを活⽤してスポンサー営
業⽤映像として完成させました。営業活動に活⽤されるのはこれから、とい
うことですが、クラブの営業担当の⽅々からの評価は⾮常に⾼く、この映像
を武器に営業活動を進めていく、というコメントをいただいています。

（東京ヤクルトスワローズの事例）野球において、スポーツにおいて、ファン
クラブの登録者数は安定的な収⼊に繋がるため、⾮常に重要です。その集客
のため、オンラインとオフラインにて対策を実施しました。オフラインでは
DMをつば九郎の形にし、SNSでのUGCも狙い、オンラインのわかりやすいLP
に落とし込むような流れをつくりました。現地ではLPのKVをあしらったTシ
ャツをスタッフに着せ込み、オンオフどちらもクリエイティブを統⼀させ、
すぐにファンクラブ登録ブースだと認識してもらえるように設計しました。

SP⽤制作事例

13



10 スポーツチーム向けiOSアプリSpogram

Photoshop不要の画像加⼯アプリSpogram（スポグラム）は、PSIが現場で直⾯したチー
ムの課題を解決してくれるツールです。スポーツチームはリソース不⾜、⼈材不⾜に苦し
んでいます。試合の進⾏中に、ゆっくりと机に座ってデザインソフトを開き、画像を加⼯
してからSNSにアップする、なんてことは今までリソース不⾜で出来ていませんでした。�

そこで、PSIは複数⽤意したフレームを付けた状態でアプリをスポーツチームに提供し、
画像さえはめ込んでくれたら下図のような画像が簡単に作成できたら喜んでもらえるんじ
ゃないか？そう確信し、開発しました。SNSにアップする画像は、撮影した“そのまま”の
画像よりも、“ひと⼿間凝っている”�画像を�“すぐ”�の⽅が反応が良くなります。やりたく
てもやれなかった、、、そんな現実を解決するために、Spogramを提供しています。

14



11 ⾃社開発のスポーツ特化型CMSを提供

htmlやcssの知識は必要なし、ツールのダウンロードも必要なし、直感的にLPの編集が可能なCMSを
提供します。�
多くの実績があるPSIだからこそのノウハウをたっぷり詰め込んだ、テンプレートを⽤意しているの
で、導⼊当⽇から効果的な施策を実施できます。

15



12 スポンサー営業にもデジタルマーケの導⼊を推進

スポンサーマーケ�＝�BtoBマーケ

未だにITの導⼊が進んでいないプロスポーツチームが多く、昨今ではファンの集客や醸成にはデジタルマーケティングや最新のIT技術

が活⽤される中、企業に対するスポンサーを促す営業活動においては未だにアナログな部分が多いです。プロスポーツチームを運営す

るいち企業として、スポンサーをしてもらう企業への営業活動はBtoBのセールス活動とほぼ同様で、その営業活動を⽀援するマーケテ

ィング活動はBtoBマーケティングと同様の性質を持つ、とPSIは考えます。

・広告
・LP
・メール
・展示会
・ビジカン
・名刺管理
・メディア

・企画
・調査
・資料
・映像

・企画
・コンテンツ
・映像
・調査
・分析

・企画
・コンテンツ
・映像
・調査
・分析

16



13 スポンサーアクティベーション・セールス代⾏

17



14 代理店ではないPSIならではの強み

ただの�
代理営業�
ではない

地⽅クラブは関東圏（＋海外）に営業部隊を持てる

スポーツを活かしたプロモーションをしたい！に応えられる

課題を把握して”適切な”クラブをリストすることができる
→広告代理店のメディアプランニングのように

企業のニーズは１社を応援したい！ではなく課題解決

ビジネスカンファレンスを開催できるコネクションがある

18
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PSIだから�
知ってる�

各クラブ事情

PSIだから知ってる�
各クラブのファンの�
熱量や定量データ

PSIだからできる�
各クラブとの連携�
（アロケーション）

PSIだからできる�
デジタルを活⽤した�
アクティベーション

複数のクラブを�
活⽤して⽬標を�
達成できるように�
プランニング可能

代理店ではないPSIならではの強み

19
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EXAMPLE 1 EXAMPLE 2 EXAMPLE 3

関東圏の飲⾷チェーンが�
東北をもっと攻めたい

ASMR⾳アプリZOWAの�
アプリDL/利⽤を促進したい

⼤⼿家電量販店の販促に�
アスリートを起⽤したい

・東北エリアのバスケ・サッカ
ークラブを活⽤して東北エリア
の新店舗に誘客�
・会場内で出店かサンプリング
をすることでテストマーケ（出
店計画データ調査）も可能

・熱狂的なファンが多いバスケクラブ
を活⽤して⾳声コンテンツ制作とWEB�
CMを制作してインストールを促進

まずは宇都宮ブレックスから始めて、
順次広げていく

・影響⼒のあるアスリート/話題にな
りそうなアスリートが所属するクラブ
を選定

→家電アスリート的コンテンツを制作して店舗誘客/ブ
ランディング（今欲しい家電TOP5!とかでも）�
→店舗でのトークイベントを実施し、誘客（クーポン
配るなどで促進）�
→各アスリートのSNSでもしっかり訴求してもらう→
クラブ公式もRT必須

スポンサー獲得からアクティベーション代⾏までの事例

20



16 スポンサーのマッチングサービス、コミュニティサイト『パートナーズシップ』

①スポンサー同⼠のマッチングがスポンサー主導で⾏われる！�
②スポンサーの課題全てを把握できる！�

③スポンサーに求められる経営課題の解決＝売上向上のハブにクラブがなる！

21
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成⻑するサービス
パートナーズシップは順次新たな機能・サービスを追加予定

スポンサーのマッチングサービス、コミュニティサイト『パートナーズシップ』

22



16

ただ、スポンサー間で解決できないこともある
クラブと連携してマッチングを促進する

ポイント
クラブが代理店となり新たな収益軸を得ることができる

PSIがクラブのハウスエージェンシーとなり企画する

スポンサーのマッチングサービス、コミュニティサイト『パートナーズシップ』

23



17 +C�lab�：スポーツビジネス界を横断するインフラ構築

Zoomnote

他競技PSIクライアントクラブ

MD マーケティング 営業 運営 ホームタウンクラブ担当者 etc.

無償で参加

MAスポンサー集客 ファンクラブ

etc.

■事例共有�
−チーム施策実績�
−PSI施策実績�
■国内外のスポーツ関連情報�
■スポーツ以外(ECやメルマガ等)の情報

■テーマディスカッション(⽉2回)�
■交流会�
■外部講師による特別セッション(不定期)

■記事のアーカイブ

PSIにて記事化

+C�lab(プラスクラス�ラボ)

Slack

■やりたいと思ってること
・サロンメンバーでの知の共有
・サロンメンバーによるグループ発注での業者ディス
カウント
・サロンメンバーによるスポンサー共有
・新技術や新サービスのファーストペンギン募集（デ
ィスカウント対応など）
・気軽な相談ルーム
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18 +C�design、+C�marketing：スポーツ業界を熟知した講師によるスクール事業
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19 参考資料
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03 プロスポーツチーム�
と部活動
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：前提

29



21 プロスポーツクラブが部活動を運営できるようになるにはもっと儲かる仕組みが必要

球団 球場

⼀
体
経
営

化
・

化

場所の�
貸出

広告�
価値

スケジ
ュール

スクー
ル利⽤

スポン
サー�
価値

ホスピ
タリ�
ティ

広告�
価値

マーケ
ティ�
ング

経営�
効率化

マーケ
ティ�
ング

席種 改修
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21 プロスポーツクラブが部活動の運営に⼊るなら

沖縄市�
バスケ�
部活動

地域総合型スポーツクラブ的役割

市

場所

講師

有望な⼈材

前座出演・出場機会

集客

費⽤

⽀援 指定管理

場所

広告枠
ファンの応援・⽀援

国
totoなどベッティング

⽀援

ID取得

データ化

スポンサー�
価値

スポンサー候補

データ

マネタイズのフック

インバウンド

アリーナ提供




