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（１）スポーツファンドとは？ 

 スポーツファンドは、日本のスポーツ環境を変え、日本をスポーツ王国に進化させることスポーツファンドは、日本のスポーツ環境を変え、日本をスポーツ王国に進化させることスポーツファンドは、日本のスポーツ環境を変え、日本をスポーツ王国に進化させることスポーツファンドは、日本のスポーツ環境を変え、日本をスポーツ王国に進化させること 

を目的としたスポーツ総合支援ファンドです。を目的としたスポーツ総合支援ファンドです。を目的としたスポーツ総合支援ファンドです。を目的としたスポーツ総合支援ファンドです。 

クラウドファンディングの欠点である一過性な支援だけではなく、選手を支える支援者が集うクラウドファンディングの欠点である一過性な支援だけではなく、選手を支える支援者が集うクラウドファンディングの欠点である一過性な支援だけではなく、選手を支える支援者が集うクラウドファンディングの欠点である一過性な支援だけではなく、選手を支える支援者が集う 

ことで、未来につながる定常的ことで、未来につながる定常的ことで、未来につながる定常的ことで、未来につながる定常的なかたちで選手が資金を気にすることなく世界の頂点を目指すなかたちで選手が資金を気にすることなく世界の頂点を目指すなかたちで選手が資金を気にすることなく世界の頂点を目指すなかたちで選手が資金を気にすることなく世界の頂点を目指す 

ことが出来る環境を創るために特化された仕組みです。ことが出来る環境を創るために特化された仕組みです。ことが出来る環境を創るために特化された仕組みです。ことが出来る環境を創るために特化された仕組みです。 

１）アスリートが安心してスポーツに専念できる環境を創造する仕組みです。 

２）個々のアスリートを中心に支援者が集まる全く新しいコミュニティ・ファンドです。 

３）OBの経験を活かし、地域の指導者や応援者が集うことで、地域支援母体を創ります。 

４）さらに、地域とアスリートを結ぶことで、地域のスポーツ環境を変えるだけでなく地域 

活性化や少子化対策にも貢献することを目的とした支援ファンドです。 

クラウドファンディングだけでは、これらの目的を達成することは無理であり、それら 

を根本から解決するべく当財団の長年の実績と経験を基に企画・開発されたのが、この 

スポーツファンド事業です。 

（２）スポーツファンド事業の条件  

 国民的スポーツ支援プロジェクトは国民に信頼されることが絶対条件です。 

国民の大切なお金を預かり国民の夢を実現する重要な使命を持つ仕組みですので会計はガ

ラスのように透明で 1円でも不透明な使途があってはいけません。 

 

当財団は、「７０００万人・絆プロジェクト」を始めるにあたり、以下の戒めを設定致しま

す。 

１）国民的スポーツ支援プロジェクトは利益追求であってはならない。 

２）国民すべてが参加しやすいコミュニティでなくてはならない。 

３）一過性ではなく未来へつながる国民的ファンドでなくてはならない。 

４）未来につながる定常的なかたちで選手が資金を気にすることなく世界の頂点を目指す

ことが出来る環境を創るスポーツファンドにより日本をスポーツ王国へと導きます。 

５）地域のスポーツ環境を変えるだけでなく地域活性化や少子化対策にも貢献いたします。 

 

そして、スポーツファンドにより、国民が意志を持つことで大きなことができるという希望

が持てる世界を目指します。 



スポーツファンド 7000万人・絆プロジェクト 

- 3 – 
 

Copyright (C) 2013-2016 公益財団法人 日本健康スポーツ連盟. All Rights Reserved. 

もくじもくじもくじもくじ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめに ...................................................................... 2 

（１）スポーツファンドとは？ ................................................ 2 

（２）スポーツファンド事業の条件 ............................................ 2 

第１章：日本のスポーツ環境を変える、スポーツファンド事業 ...................... 4 

（１）日本のスポーツ環境を変える、スポーツファンド事業とは？ ................ 4 

（２）一般のクラウドファンディングとの違いは？ .............................. 5 

第２章：7000 万人・絆プロジェクトとは？ ........................................ 7 

（１）スポーツファンドの実例と実績 .......................................... 7 

（２）7000 万人・絆プロジェクトの根拠 ........................................ 7 

第３章：スポーツファンドの「名指し支援」とは？ ................................ 8 

第４章：スポーツファンドの機能 ................................................ 9 

（１）すべての競技にサポートを！ ............................................ 9 

（２）コミュニティ支援ファンド・ポータル .................................... 9 

（３）支援ファンドの仕組み ................................................. 10 

（４）信頼関係の輪による情報拡散の仕組み ................................... 12 

（５）フレキシブルな会計システム ........................................... 13 

（６）さまざまな団体・企業サイトへの組み込みも可能 ......................... 13 

（７）寄付は控除対象とすることが可能になります。 ........................... 13 

（８）スポーツファンドはスマホ・タブレット対応です。 ....................... 13 

（９）スポーツファンドのシステム機能一覧（2016/11 現在） .................... 14 

第５章：スポーツファンド事業の活用事例 ....................................... 15 

（１）日本ボディビル・フィットネス連盟提携 JBBF Training Community 概要 ..... 15 

（２）関連事例： すべてのスポーツシーンに SPORTS AED ...................... 16 

第６章：ウィキがスポーツを変える ............................................. 17 

（１）スポーツ選手や競技の情報をネット検索するのはかなり難しい ............. 17 

（２）多くのスポーツ選手や競技団体は情報公開するのが難しい ................. 17 

（３）スポーツ・ウィキはスポーツ選手、競技団体のために創られました。 ....... 18 

（４）スポーツ競技を沢山の人たちに知ってもらいために最適なツールです。 ..... 18 

（５）あなたの競技がネット検索にヒットし易くなります。 ..................... 18 

第７章：選手名鑑はファンとの架け橋 ........................................... 19 

（１）ウィキと同様に選手名鑑も同じことが言えます。 ......................... 19 

第８章：ブログ・コラムの必要性 ............................................... 19 

財団概要 ..................................................................... 20 

付録１：日本体育協会加盟団体競技別登録者数 ................................... 25 



スポーツファンド 7000万人・絆プロジェクト 

- 4 – 
 

Copyright (C) 2013-2016 公益財団法人 日本健康スポーツ連盟. All Rights Reserved. 

 第第第第１１１１章：章：章：章：日本のスポーツ環境を変える、スポーツファンド事業日本のスポーツ環境を変える、スポーツファンド事業日本のスポーツ環境を変える、スポーツファンド事業日本のスポーツ環境を変える、スポーツファンド事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（１）日本のスポーツ環境を変える、スポーツファンド事業とは？ 

 

これらの大規模システムの開発は約３年間かけて、すべて完了しています。 

したがって、今後の開発費の必要はありません。 

スポーツファンドは、公益財団法スポーツファンドは、公益財団法スポーツファンドは、公益財団法スポーツファンドは、公益財団法人人人人 日本健康スポーツ連盟が主催する長年の実績と経験を日本健康スポーツ連盟が主催する長年の実績と経験を日本健康スポーツ連盟が主催する長年の実績と経験を日本健康スポーツ連盟が主催する長年の実績と経験を

基に利益を追求しない純粋なスポーツ支援事業です。基に利益を追求しない純粋なスポーツ支援事業です。基に利益を追求しない純粋なスポーツ支援事業です。基に利益を追求しない純粋なスポーツ支援事業です。 

 

スポーツファンドは、日本のスポーツ環境を変え、日本をスポーツ王国に進化させるスポーツファンドは、日本のスポーツ環境を変え、日本をスポーツ王国に進化させるスポーツファンドは、日本のスポーツ環境を変え、日本をスポーツ王国に進化させるスポーツファンドは、日本のスポーツ環境を変え、日本をスポーツ王国に進化させる

ことを目的としたスポーツ総合支援ファンドです。ことを目的としたスポーツ総合支援ファンドです。ことを目的としたスポーツ総合支援ファンドです。ことを目的としたスポーツ総合支援ファンドです。 

スポーツファンドは、選手が大会出場や海外遠征、そして更なる高いレベルを目指す

時に必要な優秀な指導者の招へい・チーム編成などを行いたい時に、必ず障壁となる資

金調達の問題を解決し、一過性ではなく定常的なかたちで選手が資金を気にすることな一過性ではなく定常的なかたちで選手が資金を気にすることな一過性ではなく定常的なかたちで選手が資金を気にすることな一過性ではなく定常的なかたちで選手が資金を気にすることな

く世界の頂点を目指すことが出来る環境を創ります。く世界の頂点を目指すことが出来る環境を創ります。く世界の頂点を目指すことが出来る環境を創ります。く世界の頂点を目指すことが出来る環境を創ります。 

さらに、地域とアスリートを結ぶことで、地域のスポーツ環境を変えるだけでなく地域さらに、地域とアスリートを結ぶことで、地域のスポーツ環境を変えるだけでなく地域さらに、地域とアスリートを結ぶことで、地域のスポーツ環境を変えるだけでなく地域さらに、地域とアスリートを結ぶことで、地域のスポーツ環境を変えるだけでなく地域

活性化や少子化対策にも貢献することを目的とした支援ファンドです。活性化や少子化対策にも貢献することを目的とした支援ファンドです。活性化や少子化対策にも貢献することを目的とした支援ファンドです。活性化や少子化対策にも貢献することを目的とした支援ファンドです。 
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（２）一般のクラウドファンディングとの違いは？ 

 
スポーツファンドは、日本のスポーツ環境を変え、日本をスポーツ王国に進化させることを 

目的としたスポーツ総合支援ファンドです。 

クラウドファンディングの欠点である一過性な支援だけではなくクラウドファンディングの欠点である一過性な支援だけではなくクラウドファンディングの欠点である一過性な支援だけではなくクラウドファンディングの欠点である一過性な支援だけではなく、選手を支える支援者が集うこ、選手を支える支援者が集うこ、選手を支える支援者が集うこ、選手を支える支援者が集うこ

とで、未来につながる定常的なかたちで選手が資金を気にすることなく世界の頂点を目指すこととで、未来につながる定常的なかたちで選手が資金を気にすることなく世界の頂点を目指すこととで、未来につながる定常的なかたちで選手が資金を気にすることなく世界の頂点を目指すこととで、未来につながる定常的なかたちで選手が資金を気にすることなく世界の頂点を目指すこと

が出来る環境を創るために特化された仕組みです。が出来る環境を創るために特化された仕組みです。が出来る環境を創るために特化された仕組みです。が出来る環境を創るために特化された仕組みです。 

さらに、地域とアスリートを結ぶことで、地域のスポーツ環境を変えるだけでなく地域活性化や

少子化対策にも貢献することを目的とした支援ファンドです。クラウドファンディングだけでは、

これらの目的を達成することは無理であり、それらを根本から解決するべく当財団の長年の実績

と経験を基に企画・開発されたのが、このスポーツファンド事業です。 

    

１．一般的なクラウドファンディングの場合１．一般的なクラウドファンディングの場合１．一般的なクラウドファンディングの場合１．一般的なクラウドファンディングの場合の欠点の欠点の欠点の欠点とととと問題点問題点問題点問題点    

一般的なクラウドファンディングでは、資金調達の募集期間（通常 30 日）の間に目標金額が集

まればファンド成功となり、集まった資金を調達することが出来ますが、もしも、募集期間内に

目標金額に達しない場合は、ファンド失敗となり１円も受け取ることが出来ません。 

※ファンド失敗は支援希望者を失意に落とし入れるだけでなく既に支援金を支払った支援者への

謝罪や返金などの苦労や返金処理にて事故が発生した場合、消費生活センターに苦情が発生す

るなど大きな問題に発展するケースが増えています。 

 

また、一般的なクラウドファンディングでは、法令遵守が不完全なケースや統制管理の甘さから 

生じていると思われる対応不備などが多数見受けられ、それらを表向きに成立させるための収益 

を目的とした営利目的の代理人が横行しファンド事業者もそれに依存するなど、本来の支援にと 

ってあってはならない好ましくない背景が存在しています。 

その結果、それらの背景を知らない選手などが例えば遠征費用ねん出のためにファンドを立ち上 

げた場合では、審査が通りファンド開始できるまでに数か月かかり支援が欲しいタイミングに支 

援が受けられない場合もあるなど、多くの問題点が存在しているようです。 

 

２．スポーツファンド２．スポーツファンド２．スポーツファンド２．スポーツファンド事業事業事業事業の場合の場合の場合の場合    

 スポーツファンドのクラウドファンディングでは、募集期間内に目標金額に達しない場合でも

集まった資金を受け取ることができる仕組みを標準採用しています。 

その理由は、初めてクラウドファンディングに挑戦する人たちはプロとは違うので、最初から成

功できるとは限りません。しかし、そんな時でも必ず支援してくれる理解者は増えているはずで

すので、２度、３度と挑戦することで目標金額に達することで、支援したい尊い意識を最大限尊

重できる仕組みを採用した訳です。 

※スポーツファンドのクラウドファンディングでは、ファンド失敗が存在しないため苦労や事故

発生の心配はありません。スポーツファンドは当財団が運営しますので営利目的の代理人は介

在することは出来ませんので、正常な支援ファンド運用が可能となります。 
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３．クラウドファンディングでは実現できない支援の仕組み３．クラウドファンディングでは実現できない支援の仕組み３．クラウドファンディングでは実現できない支援の仕組み３．クラウドファンディングでは実現できない支援の仕組み    

 スポーツファンドの支援ファンドはクラウドファンディングだけではありません。 

支援ファンドは、本当に支援で必要と思われる主に５つのタイプがあります。 

詳細は「第４章（３）支援ファンドの仕組み）」をご参照ください。 

 

・クラウドファンディング 

・足長おじさん継続支援 

・Ｔシャツ等グッズ販売 

・スポンサー広告による支援 

・スポーツファンド事業に対する寄付や会費などから支援実行 

 

スポーツファンドは、各競技団体との密な協力関係を構築して構築・運用を推進するものです。

各競技団体との協力関係により、その活動は選手・OB、関係者や支援者に直結して運営される

ため、ファンド立上げを行う個人・団体等は既知の信頼関係のある場合が前提になっていますの

で、前述のような営利目的者の介在の必要はなく、各競技団体に対して関わる人達の輪の中での

支援となりますので、基本的に不正や事故発生の可能性は極めて低い背景での運営となります。 

その結果、原則として支援ファンド開始は審査後速やかに運用開始できるようになり、支援を受

けたい選手・OB,関係者にとっては必要なタイミングで必要な支援を受けることができると言う

クラウドファンディング本来の運用が可能となります。 
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（１）スポーツファンドの実例と実績 

  スポーツファンド事業において実際に構築した実績は以下のとおりです。 

第５章：横浜市ラグビーフットボール協会さま用の支援ファンドの活用例 P14 

日本における寄付の文化は、少しずつ広まってはいますが、現時点では欧米に比べても

かなり未成熟であることが広く知られています。 

これらの現状を踏まえたうえで、当財団の実績と経験を基に企画・開発したのがスポー

ツファンドです。 

スポーツファンド事業では、すべての競技に対して競技ポータルを立ち上げ、ポータル

にて選手を主体とした選手を支える人たちの信頼関係をベースとした支援の輪による情

報拡散の仕組みと、それに連動した大規模ポータルの総合支援システムを構築しました。 

『７０００万人・絆プロジェクト』は、その実績・経験に加えて信頼関係の輪による情

報拡散の仕組みにより、日本のスポーツ環境を変えるべく、稼働を開始するものです。 

※具体的な仕組みの詳細は、「第１章：日本のスポーツ環境を変える、スポーツファンド

事業」と「第４章・スポーツファンドの機能」を参照してください。 

（２）７０００万人・絆プロジェクトの根拠 

  スポーツファンドでは、日本体育協会加盟団体の競技別登録者数 P22を日本のスポーツ

競技者数の基準として捉えてマーケティングに採用しています。 

登録数空欄の場合がありますが、それは登録者数プラスに考えることが出来ます。 

当調査での競技登録者数の総数の推定値は、約 714万人以上と考えています。 

競技登録しないスポーツ愛好者を含めると、更に数字は増えるでしょう。 

スポーツファンド事業における事業計画の基礎となる数字は上記の約 714万人の競技登

録者です。当事業では前項実例・実績のとおり、各競技ポータルを順次立ち上げて選手

を中心とした信頼関係の輪を構築して参ります。 

その際の予定市場規模は、選手が平均 10名の支援者を作ると仮定した場合に以下の数字

となります。 

       予定市場規模 ＝ 714万人 × 10名 ＝7,140万人 

 

実績のボディビルの実例では、約 30名の記事掲載にて約 1週間で 8500名の新規閲覧が

あり、すべて信頼関係の知人・友人であると思われますので、約 283倍のコンバージョ

ンを実現していますので、本来は 10 名ではなく 200 名以上で計算しても問題ないと推

測できますが人口を超えるので現実的ではないので控え目に 10名で試算しています。 
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これまでのファンドや支援金等は、ファンドや支援金を取り扱う団体・組織が資金管理し、支援先も

その団体・組織が決定する場合がほとんどです。 

それに対して、“名指し支援”のスポーツファンドは、支援者が相手を名指しで指名して支援するまった

く新しい仕組みです。 

あなたの生まれた地元で過去に天才かもしれないって周囲からもてはやされたスポーツ選手がいません

でしたか？ 

しかし、どんなに優秀な選手でも多くのケースでは中央に出て優秀なコーチや環境に恵まれなければ

成功を目指すことは出来なかったのが現実でしたし、それは今も同じです。 

スポーツ選手に限らず、音楽家や芸術家、タレントや芸人など地元では沢山のファンがいても、本当に

メジャーとして認められるためには中央に出て成功を勝ち取る必要がありましたが、残念ながら一握り

の成功者を除き、多くの場合、その結果は悲しい結果となることが多かったのが現実でした。 

それらの失敗の多くは勝利を勝ち取るまでの資金力に起因していたと考えられます。 

「地域の皆んなで支える“名指し支援”」は、そんな実力も将来性もある“金の卵”を地元のファンが自

らの意志で直接支えることが出来る仕組みです。 

 

 なお、“名指し支援”のスポーツファンドは、アスリートの第２の人生を「セカンドキャリア支援」に

より、充実したものとする支援も行います。 

 

また、地方に埋もれた素材やタレント発掘のキッズ・ジュニア等を見つけて情報公開し広く知って頂く

「見つけて支援」を展開致します。 

 

これらの展開を、実現するためにスポーツファンドでは「スポーツ競技」および「地域」のポータルサ

イトを個々に構築致します。 

 

「スポーツ競技」については、JOC や日本体育協会などに登録された競技を中心にポータルサイトを構

築し支援の輪を広げます。 
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（１）すべての競技にサポートを！ 

 スポーツファンドの趣旨は、すべての競技にサポートが届く仕組みを創ることです。 

キッズ・ジュニアアスリートの発掘から育成、そして引退後のセカンドキャリアに至る

まで、メジャー・弱小の区別なく支援が行き届く仕組みを目指しました。 

（２）コミュニティ支援ファンド・ポータル 

 スポーツファンドでは、すべての競技にサポートが届くことを目指していますが、第一

段階としては、日本体育協会登録競技から順次、競技ポータルを整備していきます。 

競技ポータルには、「名指し支援」支援ファンドの仕組みを誰でも使えるように、ご用意

致しました。 

会員は、ブログだけでなく、現在考え得るさまざまなコマースシステムも、自由にご利

用いただくことが出来ます。 

 

１．アンバサダー 

スポーツファンドでは、会員は全員がアンバサダーです。 

２．ファンドを作る 

  スポーツファンドでは、会員は全員がファンドを作ることができます。 

３．通販をする 

  スポーツファンドでは、会員は全員がネット通販を行うことができます。 

４．ページつくり 

  スポーツファンドでは、会員は全員がブログを作ることができます。 

  地域活性化用に、飲食・サービス業、企業などのサイト構築も可能です。 

５．教室・クラブ 

スポーツ教室やクラブのサイト構築ができます。 

月会費自動徴収やユニフォームなどの販売、選手紹介などが可能となります。 

６．大会・イベント告知 

大会やイベントの告知と、チケット販売の仕組みをご利用いただけます。 

７．動画を公開 

情報公開・拡散のために、YouTube動画のギャラリー公開が出来ます。 

８．ひろめる 

会員は、選手等の告知対象の情報拡散の仕組みをご利用いただけます。 
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（３）支援ファンドの仕組み  

 スポーツファンドの支援ファンドはクラウドファンディングだけではありません。 

支援ファンドは、本当に支援で必要と思われる主に５つのタイプがあります。 

 

・クラウドファンディング 

・足長おじさん継続支援 

・Ｔシャツ等グッズ販売 

・スポンサー広告による支援 

・スポーツファンド事業に対する寄付や会費などから支援実行 

 

アンバサダーなら誰でもファンドを始めることができます。 

※ファンドを行うには審査があります。 

 

１）クラウドファンディングとは？ 

 

  クラウドファンディングを使うと支援したいひとや対象を簡単に支援することが出来

ます。ファンドを作成する際には、支援対象に対する支援内容をネット上に公開し沢山の

人たちに共感を得ることで、資金を募ります。 支援対象は、スポーツ選手（アスリート）

や地元特産品の生産者、被災地支援など、自由な発想で構いません。 

当サイトのファンドは『名指し支援』と言い、誰かが誰かを名指しで支援できる唯一独特

な仕組みです。 

 

○一般的なクラウドファンディングの場合 

 

 一般的なクラウドファンディングでは、資金調達の募集期間（通常 30 日）の間に目標金

額が集まればファンド成功となり、集まった資金を調達することが出来ますが、もしも、募

集期間内に目標金額に達しない場合は、ファンド失敗となり１円も受け取ることが出来ませ

ん。 

 

○スポーツファンドの場合 

 

 当サイトのクラウドファンディングでは、募集期間内に目標金額に達しない場合でも集ま

った資金を受け取ることができる仕組みを標準採用しています。 

※その理由ですが、初めてクラウドファンディングに挑戦する人たちはプロとは違うので、

最初から成功できるとは限りません。しかし、そんな時でも必ず支援してくれる理解者は増

えているはずですので、２度、３度と挑戦することで目標金額に達することで、支援したい

尊い意識を最大限尊重できる仕組みを採用した訳です。 



スポーツファンド 7000万人・絆プロジェクト 

- 11 – 
 

Copyright (C) 2013-2016 公益財団法人 日本健康スポーツ連盟. All Rights Reserved. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）足長おじさん継続支援とは？ 

 

みなさん誰でも知っている錦織圭さんが 13歳から留学した IMGアカデミーの留学費は学 

費・宿泊・食費を含めて年間約 600 万円と言われています。 

年間 600 万円を月割りすると、月 50 万円となりますので、前記のクラウドファンディング 

と同じように 500 人で月 1000 円、または 1000 人で月 500 円の継続支援ができれば、地域の

有望なジュニアテニス選手を１人、みんなの力で留学させることが出来ます。 

以外に簡単ですね。 

 

○スポーツ海外留学のケース 

 前記の錦織圭さんと同じように、月額費用を支援者の人数で割った金額で、目標支援口数、

継続期間を決めてファンドを作ります。 

もしも、目標支援口数に達しなくても支援対象者への支払いを実行できることで、目標支援

金額に達していなくても、少しでも早く支援対象者への支援を始めることができる仕組みと

します。 

 

○８か月後に開催される大会運営費捻出のケース 

 仮に、1,600万円が目標金額とした場合、１口2,000円×８か月＝16,000円ですので、1,000

人の支援者が集まれば目標達成できることが判ります。もしも、１口 1,000 円とした場合は、

2,000 人の支援者が集まれば良いことになります。 

金額が大きいと実現不可能と思いがちですが、以外に簡単に実現できてしまいます。 

※成功のポイントは、1,000 名の支援者との 8カ月間の密な交流を絶やさないことです。 

 支援者との間のコミュニティが維持できれば 8 か月よりも長期の支援も成功させること

が可能です。 

 

３）Ｔシャツ等グッズ販売とは？ 

 

こちらも誰もが知っているフィギュアスケートの羽生結弦さんの実際にあった実話ですが、

オリンピック優勝パレードで、パレード開催費が数千万円もの多額の金額が不足していて、

パレードの開催が危ぶまれていた時に、資金集めのために行われたのが「Ｔシャツ販売」で

した、皆さんご存知のように、無事資金は集りパレードは実現できましたね。 

これも、地域を中心とした支援者の１人１人の輪が成功を導いた実例です。 

 

上記パレードを想定したケース 

 

仮に、資金調達目標金額が 8,000 万円とした場合、例えば 2,500 円設定のＴシャツを販売す

るとします。 Ｔシャツの仕入れ値が、単価 1,500 円とすれば、１枚販売で 1,000 円の収益

となりますので、Ｔシャツは 8 万枚販売すれば良いことがわかります。 
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（４）

 １）信頼関係によるコンバージョン

 頑張る選手を支える友人・家族・親類

 やファンなどの支援者との信頼関係は

 タレントの告知販売と同等の告知力や

 販売力を持ちます。

２）

 信頼関係のある複数の支援者による

 ローリング告知を行うことで、劇的な

 情報拡散の成果を得ることが出来ます。

※コンバージョンとはアクセス数に対する購入数のことです。

例えば、

※信頼関係が深いと

 アイドルの写真集が発売されるとファンは

このように規模が大きい場合、

ては

や地域の

れます。

 

４）スポンサー広告による支援

 

スポーツファンドの各競技ポータルでは、「大会・イベント告知ページ」や「組織や地域

スクール等」の紹介ページに独自にスポンサーや協賛のバナーを表示する仕組みを装備して

います。また、選手やＯＢ、関係スタッフなどが利用できるブログやコラムにも、同様にス

ポンサーバナーを

に致しました。この装備により個々の選手でもスポンサーや協賛などの支援を受けることが

可能となります。

 

５）スポーツファンド事業に対する寄付や会費などから支援実行

 

スポーツファンド事業に対する

を除く）を

毎年、事業年度ごとに集まった基金を基に、当該年度に期待できる有望選手などへの支援事

業を推進する予定です。

支援対象の有望選手の決定にはスポーツファンド事業に貢献する有識者などで構成す

金運営委員会により公平に選定が行われるように致します。

スポーツファンド 7000

Copyright (C) 20

）信頼関係の輪による情報拡散の仕組み

１）信頼関係によるコンバージョン

 頑張る選手を支える友人・家族・親類

 やファンなどの支援者との信頼関係は

 タレントの告知販売と同等の告知力や

 販売力を持ちます。

２） 支援者による

 信頼関係のある複数の支援者による

 ローリング告知を行うことで、劇的な

 情報拡散の成果を得ることが出来ます。

※コンバージョンとはアクセス数に対する購入数のことです。

例えば、1000

※信頼関係が深いと

 アイドルの写真集が発売されるとファンは

このように規模が大きい場合、

ては 10 万人規模の動員も不可能ではありませんが、このような例の場合は地域新聞の記者

や地域の TV 局などの協力をお願いしてメディア連携すると、より確実に実現できると思わ

れます。 

４）スポンサー広告による支援

スポーツファンドの各競技ポータルでは、「大会・イベント告知ページ」や「組織や地域

スクール等」の紹介ページに独自にスポンサーや協賛のバナーを表示する仕組みを装備して

います。また、選手やＯＢ、関係スタッフなどが利用できるブログやコラムにも、同様にス

ポンサーバナーを

に致しました。この装備により個々の選手でもスポンサーや協賛などの支援を受けることが

可能となります。

５）スポーツファンド事業に対する寄付や会費などから支援実行

スポーツファンド事業に対する

を除く）を基に、スポーツファンド内に支援

毎年、事業年度ごとに集まった基金を基に、当該年度に期待できる有望選手などへの支援事

業を推進する予定です。

支援対象の有望選手の決定にはスポーツファンド事業に貢献する有識者などで構成す

金運営委員会により公平に選定が行われるように致します。
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信頼関係の輪による情報拡散の仕組み

１）信頼関係によるコンバージョン

頑張る選手を支える友人・家族・親類

やファンなどの支援者との信頼関係は

タレントの告知販売と同等の告知力や

販売力を持ちます。 

支援者による三角ローリング手法

信頼関係のある複数の支援者による

ローリング告知を行うことで、劇的な

情報拡散の成果を得ることが出来ます。

※コンバージョンとはアクセス数に対する購入数のことです。

1000 アクセスで

※信頼関係が深いと 200％のコンバージョンも可能と言う意味は、例えば大好きな

アイドルの写真集が発売されるとファンは

このように規模が大きい場合、

万人規模の動員も不可能ではありませんが、このような例の場合は地域新聞の記者

局などの協力をお願いしてメディア連携すると、より確実に実現できると思わ

４）スポンサー広告による支援

スポーツファンドの各競技ポータルでは、「大会・イベント告知ページ」や「組織や地域

スクール等」の紹介ページに独自にスポンサーや協賛のバナーを表示する仕組みを装備して

います。また、選手やＯＢ、関係スタッフなどが利用できるブログやコラムにも、同様にス

ポンサーバナーを表示し個別にスポンサーや協賛を獲得し支援

に致しました。この装備により個々の選手でもスポンサーや協賛などの支援を受けることが

可能となります。 

５）スポーツファンド事業に対する寄付や会費などから支援実行

スポーツファンド事業に対する

基に、スポーツファンド内に支援

毎年、事業年度ごとに集まった基金を基に、当該年度に期待できる有望選手などへの支援事

業を推進する予定です。 

支援対象の有望選手の決定にはスポーツファンド事業に貢献する有識者などで構成す

金運営委員会により公平に選定が行われるように致します。
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信頼関係の輪による情報拡散の仕組み

１）信頼関係によるコンバージョン UP 手法

頑張る選手を支える友人・家族・親類

やファンなどの支援者との信頼関係は

タレントの告知販売と同等の告知力や

ローリング手法 

信頼関係のある複数の支援者による

ローリング告知を行うことで、劇的な

情報拡散の成果を得ることが出来ます。

※コンバージョンとはアクセス数に対する購入数のことです。

アクセスで 1 個商品が売れると、

％のコンバージョンも可能と言う意味は、例えば大好きな

アイドルの写真集が発売されるとファンは

このように規模が大きい場合、facebook

万人規模の動員も不可能ではありませんが、このような例の場合は地域新聞の記者

局などの協力をお願いしてメディア連携すると、より確実に実現できると思わ

４）スポンサー広告による支援 

スポーツファンドの各競技ポータルでは、「大会・イベント告知ページ」や「組織や地域

スクール等」の紹介ページに独自にスポンサーや協賛のバナーを表示する仕組みを装備して

います。また、選手やＯＢ、関係スタッフなどが利用できるブログやコラムにも、同様にス

表示し個別にスポンサーや協賛を獲得し支援

に致しました。この装備により個々の選手でもスポンサーや協賛などの支援を受けることが

５）スポーツファンド事業に対する寄付や会費などから支援実行

スポーツファンド事業に対するスポンサー・協賛および

基に、スポーツファンド内に支援

毎年、事業年度ごとに集まった基金を基に、当該年度に期待できる有望選手などへの支援事

 

支援対象の有望選手の決定にはスポーツファンド事業に貢献する有識者などで構成す

金運営委員会により公平に選定が行われるように致します。

人・絆プロジェクト 
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公益財団法人 日本健康スポーツ連盟

信頼関係の輪による情報拡散の仕組み

手法 

頑張る選手を支える友人・家族・親類 

やファンなどの支援者との信頼関係は 

タレントの告知販売と同等の告知力や 

 

信頼関係のある複数の支援者による 

ローリング告知を行うことで、劇的な 

情報拡散の成果を得ることが出来ます。 

※コンバージョンとはアクセス数に対する購入数のことです。

個商品が売れると、

％のコンバージョンも可能と言う意味は、例えば大好きな

アイドルの写真集が発売されるとファンは 2 冊購入すると言う感覚を指します。

facebook などの

万人規模の動員も不可能ではありませんが、このような例の場合は地域新聞の記者

局などの協力をお願いしてメディア連携すると、より確実に実現できると思わ

 

スポーツファンドの各競技ポータルでは、「大会・イベント告知ページ」や「組織や地域

スクール等」の紹介ページに独自にスポンサーや協賛のバナーを表示する仕組みを装備して

います。また、選手やＯＢ、関係スタッフなどが利用できるブログやコラムにも、同様にス

表示し個別にスポンサーや協賛を獲得し支援

に致しました。この装備により個々の選手でもスポンサーや協賛などの支援を受けることが

５）スポーツファンド事業に対する寄付や会費などから支援実行

スポンサー・協賛および

基に、スポーツファンド内に支援基金

毎年、事業年度ごとに集まった基金を基に、当該年度に期待できる有望選手などへの支援事

支援対象の有望選手の決定にはスポーツファンド事業に貢献する有識者などで構成す

金運営委員会により公平に選定が行われるように致します。

日本健康スポーツ連盟

信頼関係の輪による情報拡散の仕組み 

 

コンバージョン率の変化

一般的なネット通販

 

タレントの告知販売

 

頑張る選手の支援

※コンバージョンとはアクセス数に対する購入数のことです。

個商品が売れると、0.1%のコンバージョンとなります。

％のコンバージョンも可能と言う意味は、例えば大好きな

冊購入すると言う感覚を指します。

信頼関係が深いと

などの SNS で上手く情報拡散できれば内容によ

万人規模の動員も不可能ではありませんが、このような例の場合は地域新聞の記者

局などの協力をお願いしてメディア連携すると、より確実に実現できると思わ

スポーツファンドの各競技ポータルでは、「大会・イベント告知ページ」や「組織や地域

スクール等」の紹介ページに独自にスポンサーや協賛のバナーを表示する仕組みを装備して

います。また、選手やＯＢ、関係スタッフなどが利用できるブログやコラムにも、同様にス

表示し個別にスポンサーや協賛を獲得し支援

に致しました。この装備により個々の選手でもスポンサーや協賛などの支援を受けることが

５）スポーツファンド事業に対する寄付や会費などから支援実行

スポンサー・協賛および寄付や会費など（事務局の必要経費

基金を創設します。

毎年、事業年度ごとに集まった基金を基に、当該年度に期待できる有望選手などへの支援事

支援対象の有望選手の決定にはスポーツファンド事業に貢献する有識者などで構成す

金運営委員会により公平に選定が行われるように致します。

日本健康スポーツ連盟. All Rights Reserved.

コンバージョン率の変化

一般的なネット通販   

タレントの告知販売 

頑張る選手の支援 

※コンバージョンとはアクセス数に対する購入数のことです。 

のコンバージョンとなります。

％のコンバージョンも可能と言う意味は、例えば大好きな

冊購入すると言う感覚を指します。

信頼関係が深いと

で上手く情報拡散できれば内容によ

万人規模の動員も不可能ではありませんが、このような例の場合は地域新聞の記者

局などの協力をお願いしてメディア連携すると、より確実に実現できると思わ

スポーツファンドの各競技ポータルでは、「大会・イベント告知ページ」や「組織や地域

スクール等」の紹介ページに独自にスポンサーや協賛のバナーを表示する仕組みを装備して

います。また、選手やＯＢ、関係スタッフなどが利用できるブログやコラムにも、同様にス

表示し個別にスポンサーや協賛を獲得し支援を受けることが出来るよう

に致しました。この装備により個々の選手でもスポンサーや協賛などの支援を受けることが

５）スポーツファンド事業に対する寄付や会費などから支援実行

寄付や会費など（事務局の必要経費

を創設します。 

毎年、事業年度ごとに集まった基金を基に、当該年度に期待できる有望選手などへの支援事

支援対象の有望選手の決定にはスポーツファンド事業に貢献する有識者などで構成す

金運営委員会により公平に選定が行われるように致します。 

. All Rights Reserved.

コンバージョン率の変化 

 
     0.1～

 
一般ネット通販の

10～

のコンバージョンとなります。

％のコンバージョンも可能と言う意味は、例えば大好きな

冊購入すると言う感覚を指します。

信頼関係が深いと 200％も可能

で上手く情報拡散できれば内容によ

万人規模の動員も不可能ではありませんが、このような例の場合は地域新聞の記者

局などの協力をお願いしてメディア連携すると、より確実に実現できると思わ

スポーツファンドの各競技ポータルでは、「大会・イベント告知ページ」や「組織や地域

スクール等」の紹介ページに独自にスポンサーや協賛のバナーを表示する仕組みを装備して

います。また、選手やＯＢ、関係スタッフなどが利用できるブログやコラムにも、同様にス

を受けることが出来るよう

に致しました。この装備により個々の選手でもスポンサーや協賛などの支援を受けることが

５）スポーツファンド事業に対する寄付や会費などから支援実行 

寄付や会費など（事務局の必要経費

毎年、事業年度ごとに集まった基金を基に、当該年度に期待できる有望選手などへの支援事

支援対象の有望選手の決定にはスポーツファンド事業に貢献する有識者などで構成す

. All Rights Reserved. 

～0.2% 

一般ネット通販の 

～100倍 

のコンバージョンとなります。 

％のコンバージョンも可能と言う意味は、例えば大好きな 

冊購入すると言う感覚を指します。 

％も可能 

で上手く情報拡散できれば内容によっ

万人規模の動員も不可能ではありませんが、このような例の場合は地域新聞の記者

局などの協力をお願いしてメディア連携すると、より確実に実現できると思わ

スポーツファンドの各競技ポータルでは、「大会・イベント告知ページ」や「組織や地域 

スクール等」の紹介ページに独自にスポンサーや協賛のバナーを表示する仕組みを装備して

います。また、選手やＯＢ、関係スタッフなどが利用できるブログやコラムにも、同様にス

を受けることが出来るよう

に致しました。この装備により個々の選手でもスポンサーや協賛などの支援を受けることが

寄付や会費など（事務局の必要経費

毎年、事業年度ごとに集まった基金を基に、当該年度に期待できる有望選手などへの支援事

支援対象の有望選手の決定にはスポーツファンド事業に貢献する有識者などで構成する基



スポーツファンド
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（５）

 一般的なクラウドフ

ため会計システムは単純でした。

スポーツファンドの「名指し支援」は、ファンや後援会など被支援者ではない人が

由に支援ファンドを立ち上げることを可能にした、自由度の高い支援の仕組みです。

被支援者でない人がファンドを立ち上げる訳ですから被支援者とファンドを立ち上げる

人が異なりますので、それに対応した会計システムが必要になります。

この会計システムを利用することで、地方自治体や団体、組織などが実施しているファ

ンドを販売代理店のように、別チャンネルと

なることなく元のファンドの拡販に代理販売協力することが出来るようになります。

 

（６）

 スポーツファンドの支援ファンドの仕組みは、さまざまな団体・企業サイトへの組み込

みも可能な仕組みです。しかも、組み込むことで発生する組み込み費用はもちろん、初

期費用・月利用料などもスポーツファンドの本体とまったく同じ条件で

担なく

（７）

 公益財団法人

場合の寄付は控除対象と

スポーツファンドでは控除証明書を発行致しますので、法人はもちろん、個人の方も寄

付を行いやすくなります。

（８）

 スポーツファンドで作成するブログやサイト

は、すべてスマートフォン・タブレット対応

です。

スポーツファンドは、シンプルなブログから

予約機能付の

団体はもちろん、競技の本部・支

等の多機能で複雑なポータルサイトも同様に

すべてスマートフォン・タブレット対応でご

利用頂けます。

スポーツファンド 7000

Copyright (C) 20

）フレキシブルな会計システム

一般的なクラウドフ

ため会計システムは単純でした。

スポーツファンドの「名指し支援」は、ファンや後援会など被支援者ではない人が

由に支援ファンドを立ち上げることを可能にした、自由度の高い支援の仕組みです。

被支援者でない人がファンドを立ち上げる訳ですから被支援者とファンドを立ち上げる

人が異なりますので、それに対応した会計システムが必要になります。

この会計システムを利用することで、地方自治体や団体、組織などが実施しているファ

ンドを販売代理店のように、別チャンネルと

なることなく元のファンドの拡販に代理販売協力することが出来るようになります。

）さまざまな団体・企業サイトへの組み込みも可能

スポーツファンドの支援ファンドの仕組みは、さまざまな団体・企業サイトへの組み込

みも可能な仕組みです。しかも、組み込むことで発生する組み込み費用はもちろん、初

期費用・月利用料などもスポーツファンドの本体とまったく同じ条件で

担なくご利用頂ける仕組みとしています。

）寄付は控除対象と

公益財団法人

場合の寄付は控除対象と

スポーツファンドでは控除証明書を発行致しますので、法人はもちろん、個人の方も寄

付を行いやすくなります。

）スポーツファンドはスマホ・タブレット対応です。

スポーツファンドで作成するブログやサイト

は、すべてスマートフォン・タブレット対応

です。 

スポーツファンドは、シンプルなブログから

予約機能付のジム・スクールや

団体はもちろん、競技の本部・支

等の多機能で複雑なポータルサイトも同様に

すべてスマートフォン・タブレット対応でご

利用頂けます。

7000万人・絆プロジェクト

Copyright (C) 2013-2016

フレキシブルな会計システム

一般的なクラウドファンディングでは、被支援者がファンドを立ち上げて支援者を募る

ため会計システムは単純でした。

スポーツファンドの「名指し支援」は、ファンや後援会など被支援者ではない人が

由に支援ファンドを立ち上げることを可能にした、自由度の高い支援の仕組みです。

被支援者でない人がファンドを立ち上げる訳ですから被支援者とファンドを立ち上げる

人が異なりますので、それに対応した会計システムが必要になります。

この会計システムを利用することで、地方自治体や団体、組織などが実施しているファ

ンドを販売代理店のように、別チャンネルと

なることなく元のファンドの拡販に代理販売協力することが出来るようになります。

さまざまな団体・企業サイトへの組み込みも可能

スポーツファンドの支援ファンドの仕組みは、さまざまな団体・企業サイトへの組み込

みも可能な仕組みです。しかも、組み込むことで発生する組み込み費用はもちろん、初

期費用・月利用料などもスポーツファンドの本体とまったく同じ条件で

ご利用頂ける仕組みとしています。

寄付は控除対象と

公益財団法人 日本健康スポーツ連盟のスポーツファンドにて支援ファンドを利用した

場合の寄付は控除対象とすることが可能と

スポーツファンドでは控除証明書を発行致しますので、法人はもちろん、個人の方も寄

付を行いやすくなります。

スポーツファンドはスマホ・タブレット対応です。

スポーツファンドで作成するブログやサイト

は、すべてスマートフォン・タブレット対応

スポーツファンドは、シンプルなブログから

ジム・スクールや

団体はもちろん、競技の本部・支

等の多機能で複雑なポータルサイトも同様に

すべてスマートフォン・タブレット対応でご

利用頂けます。 

人・絆プロジェクト

2016 公益財団法人

フレキシブルな会計システム

ァンディングでは、被支援者がファンドを立ち上げて支援者を募る

ため会計システムは単純でした。 

スポーツファンドの「名指し支援」は、ファンや後援会など被支援者ではない人が

由に支援ファンドを立ち上げることを可能にした、自由度の高い支援の仕組みです。

被支援者でない人がファンドを立ち上げる訳ですから被支援者とファンドを立ち上げる

人が異なりますので、それに対応した会計システムが必要になります。

この会計システムを利用することで、地方自治体や団体、組織などが実施しているファ

ンドを販売代理店のように、別チャンネルと

なることなく元のファンドの拡販に代理販売協力することが出来るようになります。

さまざまな団体・企業サイトへの組み込みも可能

スポーツファンドの支援ファンドの仕組みは、さまざまな団体・企業サイトへの組み込

みも可能な仕組みです。しかも、組み込むことで発生する組み込み費用はもちろん、初

期費用・月利用料などもスポーツファンドの本体とまったく同じ条件で

ご利用頂ける仕組みとしています。

寄付は控除対象とすることが可能に

日本健康スポーツ連盟のスポーツファンドにて支援ファンドを利用した

することが可能と

スポーツファンドでは控除証明書を発行致しますので、法人はもちろん、個人の方も寄

付を行いやすくなります。 

スポーツファンドはスマホ・タブレット対応です。

スポーツファンドで作成するブログやサイト

は、すべてスマートフォン・タブレット対応

スポーツファンドは、シンプルなブログから

ジム・スクールや飲食店、企業・

団体はもちろん、競技の本部・支部ポータル

等の多機能で複雑なポータルサイトも同様に

すべてスマートフォン・タブレット対応でご

人・絆プロジェクト 
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公益財団法人 日本健康スポーツ連盟

フレキシブルな会計システム 

ァンディングでは、被支援者がファンドを立ち上げて支援者を募る

スポーツファンドの「名指し支援」は、ファンや後援会など被支援者ではない人が

由に支援ファンドを立ち上げることを可能にした、自由度の高い支援の仕組みです。

被支援者でない人がファンドを立ち上げる訳ですから被支援者とファンドを立ち上げる

人が異なりますので、それに対応した会計システムが必要になります。

この会計システムを利用することで、地方自治体や団体、組織などが実施しているファ

ンドを販売代理店のように、別チャンネルとして稼働させることが可能となり、競合と

なることなく元のファンドの拡販に代理販売協力することが出来るようになります。

さまざまな団体・企業サイトへの組み込みも可能

スポーツファンドの支援ファンドの仕組みは、さまざまな団体・企業サイトへの組み込

みも可能な仕組みです。しかも、組み込むことで発生する組み込み費用はもちろん、初

期費用・月利用料などもスポーツファンドの本体とまったく同じ条件で

ご利用頂ける仕組みとしています。 

することが可能に

日本健康スポーツ連盟のスポーツファンドにて支援ファンドを利用した

することが可能となります。

スポーツファンドでは控除証明書を発行致しますので、法人はもちろん、個人の方も寄

スポーツファンドはスマホ・タブレット対応です。

スポーツファンドで作成するブログやサイト

は、すべてスマートフォン・タブレット対応 

スポーツファンドは、シンプルなブログから 

飲食店、企業・

部ポータル

等の多機能で複雑なポータルサイトも同様に

すべてスマートフォン・タブレット対応でご

日本健康スポーツ連盟

ァンディングでは、被支援者がファンドを立ち上げて支援者を募る

スポーツファンドの「名指し支援」は、ファンや後援会など被支援者ではない人が

由に支援ファンドを立ち上げることを可能にした、自由度の高い支援の仕組みです。

被支援者でない人がファンドを立ち上げる訳ですから被支援者とファンドを立ち上げる

人が異なりますので、それに対応した会計システムが必要になります。

この会計システムを利用することで、地方自治体や団体、組織などが実施しているファ

して稼働させることが可能となり、競合と

なることなく元のファンドの拡販に代理販売協力することが出来るようになります。

さまざまな団体・企業サイトへの組み込みも可能

スポーツファンドの支援ファンドの仕組みは、さまざまな団体・企業サイトへの組み込

みも可能な仕組みです。しかも、組み込むことで発生する組み込み費用はもちろん、初

期費用・月利用料などもスポーツファンドの本体とまったく同じ条件で

することが可能になります。

日本健康スポーツ連盟のスポーツファンドにて支援ファンドを利用した

なります。 

スポーツファンドでは控除証明書を発行致しますので、法人はもちろん、個人の方も寄

スポーツファンドはスマホ・タブレット対応です。

日本健康スポーツ連盟. All Rights Reserved.

ァンディングでは、被支援者がファンドを立ち上げて支援者を募る

スポーツファンドの「名指し支援」は、ファンや後援会など被支援者ではない人が

由に支援ファンドを立ち上げることを可能にした、自由度の高い支援の仕組みです。

被支援者でない人がファンドを立ち上げる訳ですから被支援者とファンドを立ち上げる

人が異なりますので、それに対応した会計システムが必要になります。

この会計システムを利用することで、地方自治体や団体、組織などが実施しているファ

して稼働させることが可能となり、競合と

なることなく元のファンドの拡販に代理販売協力することが出来るようになります。

さまざまな団体・企業サイトへの組み込みも可能 

スポーツファンドの支援ファンドの仕組みは、さまざまな団体・企業サイトへの組み込
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スポーツファンドの支援ファンドの仕組みは、さまざまな団体・企業サイトへの組み込

みも可能な仕組みです。しかも、組み込むことで発生する組み込み費用はもちろん、初
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（９）スポーツファンドのシステム機能一覧（2016/11 現在） 

 

※大会・イベント告知の補足説明 

 大会・イベント告知システムは「大会・イベント情報」の公開・告知だけでなく「大会エントリー申込」「チケット

販売」「スポンサー／協賛・バナー販売」に加えて、SNS などで大会・イベントを盛り上げるための「主な出場選手

紹介」や「優勝予測投票」も装備されていて、そのすべてが協力な SNS 情報拡散機能にて自動的に大会・イベント

情報を広く国民に知らせるシステムであるため、その競技の認知を劇的に向上し且つ大会への観客誘導にも大きく

貢献するものです。 
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（１）日本ボディビル・フィットネス連盟提携日本ボディビル・フィットネス連盟提携日本ボディビル・フィットネス連盟提携日本ボディビル・フィットネス連盟提携    JBBF Training Community JBBF Training Community JBBF Training Community JBBF Training Community の概要の概要の概要の概要 

スポーツファンド事業は、日本ボディビル・フィッ

トネス連盟との提携により、スポーツファンドを利

用した最新鋭のコミュニティポータルサイトを構築

し運用実績を積んできました。 

 

サイト構築の最大のポイントは競技サイトとして

は世界的にも例がない選手を中心としたコミュニテ

ィポータルであります。 

 

その他、必要に応じてクラウドファンディングや

ショッピングモールによるネット販売も自主運営で

きるので、今後は様々な活用が期待できます。 

http://jbbf.club/ 
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（２）関連事例：関連事例：関連事例：関連事例：    すべてのスポーツシーンにすべてのスポーツシーンにすべてのスポーツシーンにすべてのスポーツシーンに SPORTSSPORTSSPORTSSPORTS    AEDAEDAEDAED 
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（１）スポーツ選手や競技の情報をネット検索するのはかなり難しいスポーツ選手や競技の情報をネット検索するのはかなり難しいスポーツ選手や競技の情報をネット検索するのはかなり難しいスポーツ選手や競技の情報をネット検索するのはかなり難しい 

スポーツ選手やチームを応援するファンを増やしたくても以下の様な壁があります。 

 

・好きな選⼿やチームが出来ても検索しても情報にたどり着くのに苦労します。 

・ルールや専門用語が解りにくいと中々熱狂することが出来ません。 

・スポーツ競技の大会やイベント情報は、スポーツ通でない人には探しにくく、探しても判りずらいのが現状です。 

 

このように、スポーツ観戦をしていて好みの選手がいたら選手のすべてを知りたいと言う感情が湧

きネットで検索しますが現状では中々、情報にたどりつくことは出来ません。 

また、ルールや専門用語が解りにくいと中々熱狂することが出来ませんので、スポーツ競技自体を

好きになるには更に大きな壁が立ちふさがります。 

実際に、最近、国民的フィーバーした競技のトップ選手の情報を検索しても探すのは大変難しいと

言うことがありました。そんな時、ある選手の情報をネット検索して最上位に表示されたのは、その

選手の情報を公開したウィキでした。 

（２）多くのスポーツ選手や競技団体は情報公開するのが難しい多くのスポーツ選手や競技団体は情報公開するのが難しい多くのスポーツ選手や競技団体は情報公開するのが難しい多くのスポーツ選手や競技団体は情報公開するのが難しい 

多くのスポーツ選手や競技団体は、ネット活用に長けた有名人やタレントなどとは違い、競技練習に

専念するあまり、ネットで情報公開することが苦手な場合が多いと思われます。 

ブログや SNS 利用には積極的になれず、その反面、強くなって有名にはなりたいと言う相反する意

識が情報発信の大きな壁となっています。 

そんな、ブログや SNS 利用には積極的になれない選手、団体でも戦績や経歴などは沢山の人たちに

知ってもらいたいと思っている…そんな願いをかなえるのがウィキです。 

本スポーツ・ウィキは、そんな選手や団体の情報発信に劇的な成果を発揮するものです。 
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（３）スポーツスポーツスポーツスポーツ・ウィキはスポーツ・ウィキはスポーツ・ウィキはスポーツ・ウィキはスポーツ選手選手選手選手、競技、競技、競技、競技団体団体団体団体のために創られました。のために創られました。のために創られました。のために創られました。 

従来のウィキでは、自分自身の記事をつくらないという厳格なルールがありました。 

そして、記事を書くには特別な文法を覚える必要があるなど、２重の壁がありました。 

スポーツ・ウィキは、その２重の壁を取り払い、選手や団体の皆さんが自由に自らの情報発信が出来

るようにと考えられたものです。スポーツ・ウィキは、そんな選手や団体の情報発信に劇的な成果を

発揮するものです。 

（４）スポーツ競技を沢山の人たちに知ってもらいために最適なツールです。スポーツ競技を沢山の人たちに知ってもらいために最適なツールです。スポーツ競技を沢山の人たちに知ってもらいために最適なツールです。スポーツ競技を沢山の人たちに知ってもらいために最適なツールです。 

スポーツ競技は競技ルールを知らないと見ていて面白くありません。 

あまり人気のない競技をもっと普及させるには、その競技を良く知ってもらうことが必要になります。 

そんなニーズにぴったりなのがウィキです。 

ウィキを使うと「競技ルール」や「選手」、「チーム」そして「競技の歴史」などのコンテンツを整理

して皆んなで見てもらえるため、スポーツ競技を説明する百科事典としてとても有効です。 

（５）あなたの競技がネット検索にヒットし易くなります。あなたの競技がネット検索にヒットし易くなります。あなたの競技がネット検索にヒットし易くなります。あなたの競技がネット検索にヒットし易くなります。 

スポーツ観戦をしていて専門用語が当たり前のように出てくると調べてみたくなりますが、ブログ等

のホームページではなかなか情報を見つけることが出来ないことが良くあります。 

そんな時、ネット検索上位に出てくるのがウィキです。 

あまり知られていないスポーツ競技の場合、その傾向は顕著ですがウィキに掲載があると、そこを起

点として情報を探すルートが定番となるので、ウィキを整備することはスポーツ振興のために、とて

も有効であることが判ります。 
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「選手名鑑」は、ネット検索した際、ほとんどの場合、検索上位に情報が掲載されますので、スポー

ツ振興やチーム・選手の認知度を上げるために、とても有効です。 

そして、ブログ＋選手名鑑で情報公開し、友達申請でファンとの絆を創ることが最初の１歩となりま

す。 

（１）ウィキウィキウィキウィキとととと同様に同様に同様に同様に選手選手選手選手名鑑名鑑名鑑名鑑もももも同じ同じ同じ同じことがことがことがことが言えます言えます言えます言えます。。。。 

選手 1人 1人、選手のご両親など支援者がブログを書いて日々の活動を記録すること。 

指導者・関係者が正しい練習の方法、選手に必要な食事の内容、レシピをコラムに書くこと。 

そんな、ちょっとした日常当たり前の行動を積み重ねることで、ネット上での認知度がどんどん上が

り、皆さんのチームや個々の選手の活動情報がネット検索に引っかかるようになります。 

ネット検索に引っかかるようになれば、沢山の人たちの目に触れますので、認知度を一気に押し上げ、

当然のように支援者やファンを増やすことが出来るようになります。 

選手が日々毎日練習で頑張っている結果が競技の成果につながるのと同じように、ネット検索に引っ

かかるようになるには、日々継続して記録を撮り続けることがネットでの認知度アップに繋がります。 

有名サイトになり、認知度を確保するには、数千コンテンツ(記事）以上、出来れば数万コンテンツ（記

事）以上のサイトを実現することが必須条件になります。 

大変な数字ですので、厳しい目標に見えるかも知れませんが、実際には 100名の選手が毎日練習や食

事などの記録をブログで書いたとすれば、一年間で 365日×100名＝36,500記事となり、有名サイト

になる条件は意外に簡単にクリアできてしまいます。 

選手 1人 1人、選手のご両親など支援者がブログを書くことで、沢山の人たちに自分たちの活動を知

ってもらうこと、そして指導者や関係者が正しい練習の方法、選手に必要な食事の内容、レシピをコ

ラムに書くことで、選手や周囲の支援者・関係者がその記事を読んで練習や食事、日々の生活環境整

備の参考にすること。そんな地道な活動が、結果として、頑張っている選手の認知度を上げ、皆さん

の競技のファンや支援者を増やす結果に繋がるのです。 
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 財団概要財団概要財団概要財団概要 

   

財団名：  公益財団法人 日本健康スポーツ連盟 http://www.kenspo.or.jp/ 

       （ＪＡＰＡＮ ＦＥＤＥＲＡＴＩＯＮ ＯＦ ＨＥＡＬＴＨ＆ＳＰＯＲＴＳ） 

         昭和 62 年 10 月 28 日、文部省・厚生省両省認可により設立されました。 

健康スポーツの普及を図り、健康スポーツ産業の振興や健康スポーツの技能育成 

の促進によって健康スポーツ活動の基盤を整備し、国民の健康推進や体力づくり、

国民生活の向上に寄与することを目的としています。 

発足年月日：  昭和 49 年 4 月 1 日 

所在地：  〒111-0053 東京都台東区浅草橋 4丁目 9番 11号 大黒ビル 3階 

TEL： 03-5809-1807 

FAX： 03-5809-1865 

主な活動内容：・厚生労働大臣認定健康増進施設の調査、研究 

・厚生労働大臣認定健康増進施設の推進 

・生活習慣病予防、高齢者の運動等、運動療法の推進 

・「健康日本２１」における健康づくり事業の推進 

・指導者の専門知識および技術の向上のため研修会等の実施 

・指導者のビジネス能力向上のための研修会等の実施 

・各種委託研修会等の企画、運営 

・健康増進施設等のコンサルティング事業 

・健康づくり関連コンテンツの企画、制作、支援（ホームページ、ビデオ、書籍） 

・健康づくりイベントの企画 

理事長：   玉利 齊（たまり ひとし） 

１．主な役職(及び主要職歴) 

・社団法人 日本ボディビル連盟 会長 

・厚生労働者更生科学審議会 委員(平成 13 年～18 年) 

・健康日本 21 推進協議会 幹事 

・財団法人 健康・体力づくり事業財団 評議員 

・社団法人 日本フィットネス産業協会 理事 

・財団法人 日本オリンピック委員会 評議員 

・財団法人 笹川スポーツ財団 理事 

・財団法人 日本ユニセフ協会 評議員 

・国際ボディビル・フィットネス連盟 執行役員 

・アジアボディビル・フィットネス連盟 副会長 

・財団法人 日本プロスポーツ協会 会長補佐役 理事 
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         ２．主な受賞 

         ・旭日双光章受章 

 

公益財団法人日本健康スポーツ連盟 

「アドバイザリーボードメンバー」： 

         

赤木 恭平  公益財団法人全日本ボウリング協会名誉会長、ＪＯＣ名誉委員 

有賀 誠司  東海大学スポーツ医科学研究所教授 

石井 直方  東京大学大学院総合文化研究科教授 

宇佐美彰朗  東海大学名誉教授  宇佐美マラソン・スポーツ研究室  

笠原 一也  ＮＰＯ法人日本オリンピック・アカデミー  会長  

勝村 俊仁  東京医科大学副学長 健康増進スポーツ医学講座主任教授  

川原  貴  日本スポーツ振興センター、国立スポーツ科学センター長 

下光 輝一  公益財団法人健康体力づくり事業財団  理事長  

多田羅浩三  大阪大学名誉教授、一般財団法人日本公衆衛生協会会長 

田中喜代次  筑波大学院人間総合科学研究科教授  筑波大学教授  

長ヶ原 誠  神戸大学  発達科学部  準教授  

宮下 充正  東京大学名誉教授・（一社）日本ウオーキング協会名誉会長 

 

 財団財団財団財団の主要事業の主要事業の主要事業の主要事業 

   

○運動型健康増進施設調査事業○運動型健康増進施設調査事業○運動型健康増進施設調査事業○運動型健康増進施設調査事業 

 

「運動型健康増進施設とは」 

厚生労働省（旧：厚生省）が 1988 年に国民の健康づくりを推進する上で一定の基準を満たしたス

ポーツクラブやフィットネスクラブを認定しその普及を図るため「運動型健康増進施設認定規程」

を策定し 、運動型健康運動増進施設として大臣認定を開始した。 

国民の健康・スポーツ運動の場として全国津々浦々まで広く普及したスポーツクラブやフィットネ

スクラブ等の健康増進施設の実態調査及び改善指導は施設利用者の安全性、利便性、快適性を高め

るための必要不可欠な手段である。 

健康増進施設の安全で快適な設備の整備、利用者のニーズに応じた運営、適切な指導が出来る健康

スポーツ指導者の配置など総合的な観点から健康増進施設の環境を立入調査し改善指導することに

より国民がより安全に健康づくりやスポーツを楽しむ場である厚生労働大臣認定の運動型健康運動

増進施設が普及することで、国民の健康意識を高め生活習慣病の予防・改善、高齢者の健康づくり

やスポーツ選手の競技水準の向上に寄与し、活力ある生涯スポーツ社会の実現と寿命の維持延伸に

貢献するものである。 
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調査事業 健康増進のための運動を安全かつ適切に実施できる施設（運動型健康増進施設）の調査事

業である。 

調査後に厚生労働省に調査報告書を提出し、調査基準を満たしている施設は厚生労働大臣が認定す

る。認定期間は１０年間となっている。現在の運動型健康増進施設は 345施設。 

 

「運動型健康増進施設」の主な認定基準として 

 

1.有酸素運動及び筋力強化運動等の補強運動が安全に行える設備の配置（トレーニングジム、運動フ

ロア、プールの全部又は一部と付帯設備） 

2.体力測定、 運動プログラム提供及び応急処置のための設備の配置していること 

3.生活指導を行うための設備を備えていること 

4.健康運動指導士及びその他運動指導者等の配置していること 

5.医療機関と適切な提携関係を有していること 

6.継続的利用者に対する指導を適切に行っていること（健康状態の把握・体力測定運動プログラム）

である。  

 

また、「指定運動療法施設」とは、厚生労働大臣認定健康増進施設のうち、一定の要件を満たす施設

について、厚生労働省が運動療法を行うに適した施設として指定したものであり、この指定を受け

た施設では、医師の指示に基づく運動療法を実施する際に必要となる利用料金について、所得税法

第７３条規定する医療費控除の対象とすることができる。 

 

「指定運動療法施設」の主な認定基準として、 

 

1.厚生労働大臣認定健康増進施設であること 

2.提携医 療機関担当医が日本医師会認定健康スポーツ医であること 

3.健康運動実践指導者の配置 

4.運動療法 の実施にかかる料金体系を設定してあること（１回当たり 5，000円以内） 

 

運動型健康増進施設の認定申請者及び指定運動療法施設への指定申請者に対して、それぞれの項目

について調査及び指導を行い、基準を満たしていない項目については、改善を促し基準を満たした

後に当財団から厚生労働省へ申請する。現在、指定運動療法施設は 186施設。 

 

○人材育成講習会事業○人材育成講習会事業○人材育成講習会事業○人材育成講習会事業 

 

本事業は「習会、養成、保健指導、推普及」の各事業を実施することで国民の健康増進に寄与し 健

康で活力ある長寿社会（生涯スポーツの社会）の実現に貢献することを目的とする。 

 

「フィットネスウオーキング資格認定事業」「フィットネスウオーキング資格認定事業」「フィットネスウオーキング資格認定事業」「フィットネスウオーキング資格認定事業」 
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近年、日本人の平均寿命の延びは著しく男性が約８０歳、女性が約８６歳に達している。 

しかし、本当に大事なことは社会や日常生活の中でできる限り活力を失わず、最後まで自立可能な

「健康寿命」を延伸することである。 

５０年ぶりに新たに制定された『スポーツ基本法』では、「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営

むことは全ての人々の権利である」と提唱している。 

幸福で豊かな生活とは、何より心と体が健康に満ち溢れた明るい生活と言い換えることが可能であ

る。 

２０２０年の東京五輪開催に向けて今後ますます国民の健康やスポーツに対する意識が高まってく

ることが予想される。 

歩くことは人間の行動の原点であり人生の基本であり、フィットネス・ウオーキング資格認定講習

会は、各人それぞれの体力や特性に合った歩き方を学び、いつでも、どこでも、誰でも気軽に楽し

めるウオーキングの指導者育成を目的として開催している。 

 

「「「「健康スポーツセラピスト資格認定事業健康スポーツセラピスト資格認定事業健康スポーツセラピスト資格認定事業健康スポーツセラピスト資格認定事業」」」」 

 

当事業は、当法人の目的である健康づくりに係るスポーツ・運動の普及のための人材育成について

当初厚生省の指導による健康運動指導士の養成習会を年間当法人の主たる事業としてきた。その経

験および実から高齢化社会のニーズに対応した当法人の人養成事業を実施している。 

「健康スポーツラスト知識検定」は、運動指導者として幅広い知識と技術を備えた者に付与する資

格である。健康スポーツ及び競技スポーツの指導において、単に運動の指導だけではなく 幅広い範

囲の業務がもとめられている。それは運動指導の他に怪我の予防や回復、メンタルサポートなどで

ある。運動指導の分野ではスポーツや運動の実技の指導とともにスポーツ医学的な知識も必要であ

り 、怪我の予防や回復のためにはスポーツ障害・傷害に対応できる能力が求められる。またメンタ 

ルなでのサポートも常に重要となっている。 

  日本では海外に比べスポーツ競技者への心身へのケアやサポートをする人が不足しているのが現

状で、 スポーツ、学校体育や部活動、社会人スポーツ、各種競技スポーツの練習やトレーニング、

国内外の競技大会や合宿などで競技者がベストの力を発揮できるような総合的なコンディショニン

グ作りのサポートをするのが健康スポーツセラストの役である。 

知識、技術において一定レベル以上の標準化された能力を持つ指導者を「健康スポーツセラスト」

として認定し、多くの国民の心身の健康の維持増進に寄与する。 

またスポーツ選手の競技能力の向上に寄与し国際競技大会等において日本人が活躍することで、国

民に感動を与えるとともに国民のスポーツへの関心を高め、社会に活力を生み出すことを目的とし

ている。 

 健康スポーツラスト資格指導者が資格を活用する場として以下があげられる。  

１．高校や大学の運動部の選手の競技力向上、コンディショニング 

２．フィットネスクラブで会員の健康維持増進 

３．介護施設で体のケア 
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４．アマ、プロスポーツのトレーニング 

 

 

「保健指導事業」「保健指導事業」「保健指導事業」「保健指導事業」 

 

当財団の講習会を受講した指導者を中心に、主に健康保険組合、地方自治体、企業など指導者を派

遣して特定保健指導を実施している。 

保健指導は、生活習慣病の予防と改善、寿命の維持延伸に寄与し、心身の健康の保持増進にも重要

な役を果たす。健康保険組合、地方自治体の特定保健指導の運動プラグラムを立案し、指導者を派

遣している。 

平均寿命が延びている一方で、生活習慣病が増加の一途をたどっている。「元気でハツラツ長生き」

を実現するためには自分の健康は自分で守るという考え方がとても重要である。 

生活習慣病の予防には、運動・休養・栄養の３つが満たされている事がとても重要である。 

 

 

「推奨品認定事業」「推奨品認定事業」「推奨品認定事業」「推奨品認定事業」 

 

運動不足や栄養のアンバランス、そして疲労の蓄積や心的なストレスが要因となり生活習慣病が引

き起こされる。衛生法等やその他関係法令に適合していることを前提として以下の基準で推奨品の

審査をする。 

 

１．安全・安心で効果的な運動に取り組める健康器具。  

２．栄養のバランスのとれた食生活が出来ない場合など、不足した栄養成分を補完し健康を維持す

るための食品及びサプリメント。 

３．疲労やストレスを和らげるための道具や装置。 

以上を厳正に審査し、品質のレベルの高いものを推奨品として認定することで広く国民の健康の 

保持・増進に寄与する。 
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 付録付録付録付録１１１１：：：：日本体育協会加盟団体競技別登録者数日本体育協会加盟団体競技別登録者数日本体育協会加盟団体競技別登録者数日本体育協会加盟団体競技別登録者数 

   

 下表は、当財団が独自に団体 HPから調査した日本体育協会加盟団体の競技別登録者数です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  スポーツファンドでは、日本体育協会加盟団体の競技別登録者数を日本のスポーツ競技者数の 

基準として捉えてマーケティングに採用しています。 

  登録数空欄の場合がありますが、それは登録者数プラスに考えることが出来ます。 

  ※調査不備の場合は、ご容赦ください。 

 

  当調査での競技登録者数の総数の推定値は、約 714万人以上と考えています。 

  競技登録しないスポーツ愛好者を含めると、更に数字は増えるでしょう。 
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