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①アマチュアスポーツ界の情報の『透明性』『地域性』『即時
性』『共有性』を高める

②チームや選手の活動環境の充実化を目指し、ITを通じて活
動資金が流れる仕組みを構築する

アマチュアスポーツ界の課題である
「情報の流通性」と「資金不足」を解決させる！

事業ミッション
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アマチュアスポーツの価値を向上させ、活動現
場における指導者の労働環境の改善、選手
の育成環境の向上を実現させる

アマチュアスポーツ界の競技人口の増加目指
し、スポーツが盛んな健全な街作りに貢献す
る

事業ビジョン
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事業を始めるきっかけ

事業背景

ビッグイベントに向け、機運も高まっている

国もスポーツ界の発展を後押し

サッカー少年の保護者である本人が、情報収集のストレスを感じていた問題を解決する為に福岡でジュニ

アサッカーメディアを立ち上げる。自身で始めた事のニーズの高さと、業界の構造上の問題が大きいと気

付き、2015年から本格的に全国に向けて情報発信を始める。

文部科学省が平成29年3月に第2期スポーツ基本計画を策定。第 2期計画は平成29年度から5年計画で

（1）スポーツで「人生」が変わる！（ 2）スポーツで「社会」を変える！（ 3）スポーツで「世界」とつながる！（ 4）

スポーツで「未来」を創る！を掲げ、「スポーツ参画人口」を拡大し、「一億総スポーツ社会」の実現に取り

組むこととしている。

2020年の東京オリンピックを始め、 2022年カタールワールドカップなど、ビッグイベントが数年間連続して

開催される。当然、大手企業も注目のこのビッグイベントへ向け、ジュニアスポーツビジネス全体のマー

ケットが拡大され、情報の価値も最大限高まる。
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2つの主要プロジェクト

スポーツメディア事業

アマチュアスポーツ界の問題点である、情報の『透

明性』『地域性』『即時性』『共有性』を解決する

チーム収益化事業

ＩＴを通じてチームに活動資金が流れる仕組みをつ

くり、チームの資金難を解決する



スポーツメディア事業概要

現状
2015年1月より始めたアマチュアサッカーの結果速報と進路に特化した情報サイトが２サイト合計で
月間200万人以上の訪問者を獲得し、月間 1000万ＰＶを超えるメディアに成長。

独自の戦略で、小学校から高校までのサッカーメディアとして日本一のアクセス数を誇り、

尚且つエンゲージメント（顧客満足度）の高いサイトとしてユーザーの評価を得ている。

今後の展開

2019年～2021年

アマチュアサッカー情報を地域別、カテゴリー別で更に深堀していき、スポーツメディアの可能性を
模索する。

2022年～

サッカーだけでなく50種目以上の全てのアマチュアスポーツメディアに拡大していく。
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ジュニアサッカーNEWS
訪問者数月間240万人、ページビュー820万

業界No.1のニュースサイト

日本一早いジュニアサッカーの結果速報サイトとして沢山の支持を獲得しています
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スポーツメディア事業①



全国少年サッカー応援団

訪問者数月間100万人、ページビュー390万を数える

業界No.1のポータルサイト

全国のニュースでは配信されない地域の大会結果やチーム情報などの地域密着なディープな情報を提供します
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スポーツメディア事業②
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2019年11月アクセス実績

12,213,020 PV
　ジュニアサッカーNEWS　8,244,277PV

　少年サッカー応援団　　　3,968,743PV

3,493,518 UU
　ジュニアサッカーNEWS　2,474,326UU

　少年サッカー応援団　　　1,019,192UU
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ジュニアサッカー NEWS　少年サッカー応援団

アクセス月次実績グラフ 2015-2019



独自のメディア戦略と勝算
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地域情報を重視した地域戦略の徹底

関係者によるライターグループの構築

SNSを活用した情報のリアルタイム化

保護者、チーム関係者の熱量は人口に比例しておらずどの地域も同じ。圧倒的なアクセスを集める為には

全ての地域の情報を集める事が最も重要。 「情報の地域性」を把握し、その情報の収集、提供体制を整え

ている。各都道府県でアクセス NO1のサイトにする事で全国で NO１になる

アマチュアスポーツの結果速報サイトはほぼ存在していない。全国大会の情報はすぐに出てくるが、最も

参加人数の最も多くなる公式戦の都道府県予選や地域の注目大会の情報はすぐに出てこない。 SNSを有

効活用し、リアルタイムに近い状態で発信するスキームを構築する事でたくさんの関係者のニーズに応え

る事が出来ている。

活動現場に関わる保護者・チーム関係者のライターグループを全国各地に配置。ジュニアサッカーマー

ケットを熟知したスタッフによる運用体制を構築する事でリアルな情報収集が可能になる。ビッグメディア構

築で課題になるライターの求人や教育ノウハウは蓄積されており、新規メディアに対応する体制を熟知して

いる。



メディア事業拡大モデル
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ジュニアサッカーメディアで成功パターンを検証

全てのアマチュアスポーツのデータベース化を構築

全てのアマチュアスポーツメディアに横展開

ジュニアサッカーの速報と進路に特化した情報サイトを構築。小学生から始めて高校生までは網羅済み。

ファクト情報だけでなくチーム情報などのデータベース構築をスタート。幼稚園、大学生情報はこれからの

取り組み。国内進学や海外留学情報などの進路情報、就職情報も充実させていく。

ジュニアサッカーメディアの成功パターンに沿って、他のアマチュアスポーツメディア展開を進める。野球、

バスケ、バレー、ラグビーなどの主要スポーツから始め、全てのオリンピック競技やマイナースポーツまで

網羅させていく。

全てのアマチュアスポーツのチーム情報、会場情報、大会情報のデータベースを作成する。大会結果など

からチームランキングやチーム偏差値を作成し、進路情報に活用させる。将来はプレイヤーの能力偏差値

などにも展開させる。



収益化へのロードマップ
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①アクセスシェアをトップに

③事業の収益化

②マネタイズ化への地盤を固める

アマチュアサッカーメディアで培ったノウハウを元に、全ての種目、全ての地域の情報を取り扱うアマチュア

スポーツメディアにてアクセスシェアをトップにさせる。総合で 1億ＰＶ以上を目指し、全てのスポーツメディ

アとしても日本一を目指す。同時に速報提供の体制をソフトウェア、人的リソース共に拡大。

WEBメディア広告枠を最適化し、ネットワーク広告及び純広告の営業体制を拡大する。

チーム支援クラウドファンディング型サイトの試験運用実施と共に登録数増加を図る。

広告収益/スポンサー営業の精査。チーム共同イベント /大会運用モデルの開始。

有料ツール /アプリ開始。ECモデル構築 /有料課金記事モデル構築。
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　　2021年　　3000万ＰＶ到達（アマチュアサッカーのみ）

　　2022年　　4000万ＰＶ到達（多種目展開）

　　2024年　　1億PVスポーツメディアＮＯ１へ

　



チーム収益化事業概要

現状
2019年1月より、チームオフィシャルサイト制作、運営を全国に展開。

現在は各都道府県各カテゴリー限定 2チームのみを対象に収益化モデルを構築中。

同時に大会オフィシャルサイト、協会オフィシャルサイトも手がけ始め、どちらも収益化にチャレンジ
している。

今後の展開

2019年3月
チーム応援グッズ販売サイトリリース

2019年3月
チーム支援クラウドファンディングサイトリリース

2019年3月
試合ライブ動画配信サイトリリース
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チーム専用HP制作サイト

アマチュアスポーツチームを対象としたチーム専用HP制作受注サイト

チームの運営や収益化に役立つ情報を発信

サービス開始後半年で20チーム以上の制作実績あり
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チーム収益化事業①



チーム支援クラウドファンディング型サイト

支援を受けたいアマチュアスポーツチームと

アマチュアスポーツチームを支援したい人、企業をつなぐサイト

登録無料、成果報酬型
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チーム収益化事業②
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動画配信サイト
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チーム収益化事業③

アマチュアサッカーの試合をLIVE配信

現地観戦に行けない保護者や、試合分析をしたいチーム関係者のためのサービス

試合のダイジェスト版動画やオリジナルのリフティングテクニック動画の配信も



参照：「スポーツ未来開拓会議中間報告」平成 28年6月スポーツ庁、経済産業省

弊社ビジネスに関わる分野は②⑤⑥となる。⑤と⑥に関しては 30％の規模と計算し、②を足す

と2025年の弊社事業マーケット規模は 1.8兆円と見る。
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アマチュアスポーツマーケット規模

我が国スポーツ市場規模の拡大について【試算】（単位：兆円）

スポーツ産業の活性化の主な政策 現状 2020年 2025年

（主な政策分野） （主な増要因） 5.5兆円 10.9兆円 15.2兆円

①スタジアム・アリーナ ➤ スタジアムを核とした街づくり 2.1 3.0 3.8

②アマチュアスポーツ ➤ 大学スポーツなど ー 0.1 0.3

③プロスポーツ ➤ 興行収益拡大（観戦者数増加など） 0.3 0.7 1.1

④周辺産業 ➤ スポーツツーリズムなど 1.4 3.7 4.9

⑤IoT活用 ➤ 施設、サービスのIT化進展とIoT導入 ー 0.5 1.1

⑥スポーツ用品 ➤ スポーツ実施率向上策、健康経営促進など 1.7 2.9 3.9



   2015年1月、たった一人の少年サッカー保護者によって「ジュニアサッカー NEWS」は立ち上げられました。今で

は情報を求めて月間 150万人以上が訪問し活用されるサイトに成長しました。  

サイトを運営する中で、指導者の労働環境、チーム運営の資金不足、練習施設の確保、情報の流通性などたくさ

んの問題点が浮かび上がりました。しかし、アマチュアスポーツ界ではこういった問題を改善するための仕組みが

なく、関係者の熱意やボランティア精神で何とか成り立っているのが現状です。この状態が続くと業界自体が疲弊

してしまい縮小を余儀なくされてしまいます。   

 我々は運営するメディアにたくさんの人を集める事で様々な企業が参入しやすい仕組みを作ります。アマチュア

スポーツ界と地元企業を繋げ、チームや選手に応援資金が流れる仕組みを構築していきます。その結果、選手

達の育成環境やチーム運営は改善されていき、もしかしたら地域のスポーツが盛り上がる事で健全な街づくりに

繋がるかもしれません。    

2020年の東京オリンピック開催に向け、文部科学省のスポーツ庁が先頭となり、国を挙げてスポーツで社会を活

性化しようという機運が高まりつつあります。この風を受け、私たちはサッカーのみならず全スポーツを盛り上げて

いきたいと考えています。スポーツ情報の発信を通じて、多くの方がスポーツに興味を持ち、参加しやすい環境作

りに尽力し、マルチスポーツメディア企業として一段大きな飛躍を実現するために邁進していきます。　 　　　　　　　　　　　

最後に
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会社概要
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会社名 : 株式会社グリーンカード 

住所：〒810-0001福岡市中央区天神2-11-1福岡PARCO新館5階 

代表者 : 羽生博樹 

設立 : 2015年1月 

公式HP：http://www.green-card.co.jp/ 

 

事業内容： 

・メディア運営 

・チーム・スクール・大会HP制作、運営 

・運営・集客コンサルティング 

・クラウドファンディング型チーム支援サイト運営 

・ECサイト運営 

・イベント企画・運営 

・ライブ配信サービス 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】  

TEL : 092-791-2272  

E-mail : info@green-card.co.jp

主な運営サイト： 

・月間170万人が訪問 - ジュニアサッカーNEWS 

http://www.juniorsoccer-news.com/ 

・地域密着サッカーポータル - 全国少年サッカー応援団

http://www.junior-soccer.jp/ 

・サッカーチームHP制作 – グリーンカードウェブ 

https://soccer-hp.com/ 

・スポーツデイリー情報 –  グリーンカードニュース 

https://green-card-news.com/ 

・試合撮影・動画配信 – グリーンカードライブ 

https://gc-movies.net/ 

・応援グッツ作成・販売 – グリーンカードショップhttps://gc-ec.net/  

・チーム専用クラウドファンディング – グリーンカードサポーター 

https://gc-support.net/  

http://www.green-card.co.jp/
http://www.juniorsoccer-news.com/
http://www.junior-soccer.jp/
https://soccer-hp.com/
https://green-card-news.com/
https://gc-movies.net/
https://gc-ec.net/
https://gc-support.net/

