
選手起用イベント事例

1



Copyright  E-3 Inc. All Rights Reserved.

全て一括での運用が可能
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メディア・映像制作・露出

プランニング・ご提案 選手アテンド

イベント運営

まずは、ご相談下さい。
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選手のアテンド
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現役の選手から、OB選手まで幅広くアテンドが可能です。
訴求内容やご要望を伺い、適任の選手をご案内いたします。

■過去に起用した選手（イベント、インタビューなど）…順不同
＜現役選手＞
・中村憲剛選手 ・中澤佑二選手 ・遠藤保仁選手 ・遠藤 航選手 ・佐藤寿人選手 ・川島永嗣選手
・川口能活選手 ・播戸竜二選手 ・小野伸二選手 ・巻誠一郎選手 ・内田篤人選手 ・岩政大樹選手
・西川周作選手 ・廣末 陸選手 ・徳永悠平選手 ・清武弘嗣選手 ・高原直泰選手 ・高木大輔選手
・高木善朗選手 ・矢島慎也選手 ・大前元紀選手 ・小野裕二選手 ・石川直宏選手 ・森重真人選手
・大久保嘉人選手 ・渡邉千真選手 ・兵藤慎剛選手 ・原口元気選手 ・山田大記選手 ・東 慶悟選手
・権田修一選手 ・酒井宏樹選手 ・槙野智章選手 ・山村和也選手 ・水沼宏太選手 ・田中順也選手
・森脇良太選手 ・宇賀神友弥選手 ・李 忠成選手 ・駒野友一選手 ・佐藤勇人選手

＜なでしこ選手＞
・大儀見優季選手 ・大野 忍選手 ・近賀ゆかり選手 ・岩清水梓選手 ・安藤 梢選手 ・猶本 光選手

＜OB選手、審判＞
・石井正忠氏 ・安永聡太郎氏 ・鈴木啓太氏 ・都並敏史氏 ・風間八宏氏 ・山口素弘氏
・福西崇史氏 ・中西永輔氏 ・黒部光昭氏 ・北嶋秀朗氏 ・堀池 巧氏 ・藤田俊哉氏
・福田健二氏 ・西村雄一氏 ・相樂 亨氏 ・森保 一氏 ・宮澤ミシェル氏 他多数
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イベントの実施
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トークセッション、サッカー選手によるサッカー教室、サッカー大会、TV番組イベント制作等
多数のイベントを手掛けてきたノウハウを元にイベント運営を行います。

■過去に運営、実施したイベント（順不同）
・KENGO Academy CLINIC（サッカー教室、スパイク磨き講座）
・奇跡のレッスン特別編（NHKテレビ番組のイベント制作：イベント設営・運営）
・中澤佑二サッカー教室（サッカー教室：イベント運営・映像制作）
・遠藤航 初蹴りイベント（サッカー教室：イベント運営・映像制作）
・なでしこに聞く！世界一になる『チャレンジ力』 トークイベント（トークセッション：イベント設営・運営）
・オレンジリボンファミリーカップ（川崎市主催ジュニアフットサル大会：イベント設営、大会運営、審判派遣）
・温泉DE女子フットサル大会in箱根（箱根町主催フットサル大会：イベント設営、大会運営、審判派遣）
・親が学べば子供も変わる！！（公益社団法人一宮青年会議所主催親子イベント：講師派遣・イベント運営）
・WE ENJOY SPORT in駒沢オリンピック公園総合運動場2016（スポーツコンテンツの提供）
・FリーグZENZA（前座試合に出場するチーム予選、参加チーム管理、当日アテンド）
・「あつまれ！秋のキッズフェスタ」（国立青少年教育振興機構主催イベントでのサッカー教室開催）
・池上正×中野吉之伴「”ガッカリ”スイッチを押さない方法」セミナー（トークセッション：イベント設営・運営・映像制作）

他多数
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メディアへの露出
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サッカーを通した教育がテーマの
ジュニアサッカー保護者向け情報サイト
自分で考えるサッカーを子どもたちに
サッカーを通じて子どもが自立していくために、大人はどのように子どもをサポートするべきか？大人が答
えを与える、やらせるではなく、子どもの成長を引き出すためにどう関わるべきかを啓蒙していくために、
保護者に役立つニュース、コラムを無料で配信しています。

http://www.sakaiku.jp

サッカーを楽しむ子どもを増やし、日本サッカー全体の底上げに寄与する。

サッカーが楽しい子どもが増えるように。
サッカーを通じて保護者が子どもの自主性を重んじるように。
子どもがサッカーを通じて自立するように。

サカイクのミッション

サカイクのビジョン

Web SNS

ＵＵ数：40万人/月

ＰＶ数：140万ＰＶ/月

Like数：54,429
フォロワー数：11,537
チャンネル登録数：13,2542
（2018年6月1日時点）

フリーマガジン

クラブ・少年団へ直接お届けしているフリーマガジン

10万世帯（年4回）

イベント

キャンプ、サッカー大会、サッカー教室
セミナー（指導者、保護者）

40万人の
ジュニアサッカー
保護者に

アプローチ可能！
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映像制作
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当日の映像撮影、編集制作を行います。
Youtubeサカイクチャンネル(チャンネル登録者数 13,618 人)へ掲載し
イベントをより魅力的に伝える映像をご用意します。

【ファイト】中澤佑二×リポビタンDキッズ サッカー教室【一発！】
視聴回数 10,826 回

遠藤保仁選手がサプライズで登場！遠藤塾supported by ブライトW
視聴回数 12,410 回

福西崇史さんと洗たくにチャレンジ！【アタックプロ EX石けん】
視聴回数 12,078 回



選手起用イベント実施例
１．中村憲剛選手（特別協賛：P&Gジャパン株式会社）

２．中澤佑二選手（特別協賛：大正製薬株式会社）

３．遠藤 航選手（特別協賛：大塚製薬株式会社）

４．遠藤保仁選手（特別協賛：ライオン株式会社）

7



Copyright  E-3 Inc. All Rights Reserved.

中村憲剛選手との共同企画

KENGO Academy CLINIC
Presented by Lenor

8

■開催日 ：2017年1月7日
■場 所 ：富士通スタジアム川崎
■参加者 ：U-10(10歳以下）クラス：37名

U-12(12際以下）クラス：40名
■参加費 ：10,000円
■主 催 ：KENGO Academy CLINIC実行員会

（KENプランニング、株式会社イースリー）
■特別協賛：P&Gジャパン株式会社

開催概要

特別協賛メニュー

１．KENGO Academy CLINIC Presented by Lenorとしての開催
２．当日着用ウエア 胸ロゴでのブランド露出
３．当日の参加選手着用ウエア(orビブス) 胸ロゴでのブランド露出
４．ロゴバナー/ロゴボード等を持っての記念撮影でのブランド露出
５．参加選手への商品サンプリング
・サンプリング用の商品はご支給ください。

６．プログラム内、スパイクお手入れ講座にて洗濯や臭いについての言及
７．サカイクサイト(月間140万PV)でのイベントレポート記事内でのブランド露出
・当該記事末尾で御社商品/サービスの告知を掲載します。
・掲載期間は1ヶ月となります。

８．サカイクフリーマガジンでの2Pタイアップ掲載
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■開催日 ：2017年12月19日（火）17時～18時
■開催場所：三郷市総合体育館
■参加者 ：51名（低学年23名／高学年28名）
■主 催 ：OFFICE UJI
■協 力 ：株式会社イースリー（サカイク）
■特別協賛：大正製薬株式会社（リポビタンDキッズ）

中澤佑二サッカー教室
Presented by リポビタンDキッズ

開催概要

特別協賛メニュー

１．中澤佑二サッカー教室 Presented by リポビタンDキッズとしての開催
２．当日着用ウエア 胸ロゴでのブランド露出
３．当日の参加選手着用ウエア(orビブス) 胸ロゴでのブランド露出
４．ロゴバナー/ロゴボード等を持っての記念撮影でのブランド露出
５．参加選手への商品サンプリング
・サンプリング用の商品はご支給ください。

6 ．サカイクサイト(月間140万PV)でのイベントレポート記事内でのブランド露出
・当該記事末尾で御社商品/サービスの告知を掲載します。
・掲載期間は1ヶ月となります。

7 ．サカイクフリーマガジンでの2Pタイアップ掲載
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遠藤航 初蹴りイベント
Presented by ポカリスエット
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■開催日 ：2018年1月5日（金）10時～12時
■開催場所：かもめパーク（神奈川県）
■参加者 ：81名
■主 催 ：初蹴りイベント実行委員会
■協 力 ：株式会社イースリー（サカイク）
■特別協賛：大塚製薬株式会社（ポカリスエット）

開催概要

特別協賛メニュー

１．遠藤航初蹴りイベント Presented by ポカリスエットとしての開催
２．当日着用ウエア 胸ロゴでのブランド露出
３．当日の参加選手着用ウエア(orビブス) 胸ロゴでのブランド露出
４．ロゴバナー/ロゴボード等を持っての記念撮影でのブランド露出
５．参加選手への商品サンプリング
・サンプリング用の商品はご支給ください。

6.  サカイクサイト(月間140万PV)でのイベントレポート記事内でのブランド露出
・当該記事末尾で御社商品/サービスの告知を掲載します。
・掲載期間は1ヶ月となります。
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遠藤塾 感謝祭（ジュニアサッカーイベント）
Presented by ブライトW

■開催日 ：2018年6月10日（土）16時～19時
■開催場所：J-GREEN堺
■参加者 ：
■主 催 ：遠藤塾、株式会社 11 aside
■協 力 ：株式会社イースリー（サカイク）
■特別協賛：ライオン株式会社

１．遠藤塾 感謝祭 Suppoted by ブライトWとしての開催
２．当日の遠藤着用ウエア 胸ロゴでのブランド露出
３．当日の参加選手着用ウエア(orビブス) 胸ロゴでのブランド露出
４．ロゴバナー/ロゴボード等を持っての記念撮影でのブランド露出
・バナー/ボードはご支給ください

５．参加選手への商品サンプリング
・サンプリング用の商品はご支給ください。

６．遠藤選手から選手たちへの挨拶時にスポンサー企業に関しての言及
７．サカイクサイト(月間140万PV)でのイベントレポート記事内でのブランド露出
・当該記事末尾で御社商品/サービスの告知を掲載します。
・掲載期間は1ヶ月となります。

８．イベントのダイジェスト動画内でのブランド露出
・サカイクYoutubeチャンネル(チャンネル登録11,000人)にて配信します。
・配信期間は1ヶ月となります。

９．サカイクフリーマガジン夏号(6月11日発行)での表2純広1P

開催概要

特別協賛メニュー


