
フットサル場における、圧倒的「地域No.1」の実現！

開発・設備発想から、運営・マーケティング発想へ

日本で唯一
フットサル場の運営・マーケティングノウハウ

フットサル場 成功バイブル
ノウハウ習得マニュアル編
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はじめに

今回の「フットサル場 成功バイブル」運営・マーケティングノウハウ習得マ

ニュアルでお伝えすること、それは「フットサル場において、1年、3年、5年、

10年と中長期で売上・利益をアップし続ける＝圧倒的地域NO.1戦略」考え

方、それを現場で実践するノウハウです。

「新規のお客様を獲得し、徐々に関係を深めて、固定客に育成し、固定客

で居続けてもらう＝一生涯を通じて、フットサルを楽しむプレイヤーを一人で

も多く育てる」という、運営・マーケティングの王道を目指すトレーニングです。

このノウハウは、机上の空論ではありません。弊社が支援・サポートしてき

たVIDA富山・VIDA姫路において、現場で悪戦苦闘した結果、得られたノウ

ハウです。フットサル場ならではのノウハウ、フットサル場で実践できるノウハ

ウをダイレクトにお伝えします。

ただし、トレーニングを受けただけでは、成果は出ません。考え方は変わっ

ても、現場が変わらないからです。現場が変わらなければ、現実は変わりま

せん。今回のトレーニングは、「学んだことを現場で実践する」ことを前提に

進めていきます。ご参加の皆さん自身が、現実を変えていくトレーニングで

す。

さあ、いよいよ、はじまります。

皆さんのフットサル場の新しい世界を共に創っていきましょう！
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特徴1.  運営・マーケティングの王道を行く

一時的な売上拡大ではなく、プレイヤーと継続的な関係を結ぶことで、プレイヤーを育成

する、運営・マーケティングの王道をいくノウハウをご提供します。それが世代を超えた地

域コミュニティとしてのフットサル場を現実化します。

特徴2.  参加者自身が成功ノウハウを活用して、未来を創る

トレーニングでは、VIDA富山・VIDA姫路で培った成功・実践ノウハウをお伝えしますが、

実際にアクションを実施し、未来を作るのは、参加の皆さんご自身です。

特徴3.  成功事例に裏打ちされた、現場実践のプランニング

架空のプランニングではなく、 VIDA富山・VIDA姫路で培った成功・実践ノウハウを参考

に、参加の皆さんが自分のフットサル場で実践するプランを立て、実際にアクションします。

そのために、現場トレーニングも行います。

特徴4. マニュアル→ワーク→行動/情報共有→精度アップ

講義を聴くことが中心ではなく、新しい知識が体に染み付く、腑に落ちるように、プログラ

ムを構成しています。様々な角度からの学びを得ることができます。

特徴5. 現場で活用しているツールの公開

何かアクションを実施したいと考えた場合、必ず必要になるのが、ツールです。今回のト

レーニングでは、 VIDAで活用したツールをご紹介します。

今回の研修の5大特徴今回の研修の５大特徴
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フットサル場の運営・マーケティングとは何か？

フットサル場は、一度開発されると、それからは運営にフェーズが移っていきます。

運営段階で最も重要なのは、マーケティングです。

マーケティングとは、「動き続けるマーケット（＝お客様一人ひとりの集合体）にアクション

を行い、お客様の心を動かす（＝ingする）」ことです。

現在、皆さんが運営されている、運営しようとしているフットサル場は、立地・人材・規模・

設備とさまざまな問題があると思います。ただ、それは容易に変えることは現実問題、難し

いでしょう。

しかし、運営・マーケティングは最も日々の活動に直結しているので、改善が可能です。

運営・マーケティングが軌道に乗り、キャッシュが生まれれば、人材・設備の改善に着手す

ることができます。

立地

設備

規模

開発段階（オープン前）

立地

設備
マーケ
ティング

規模

運用段階（オープン後）

マーケ
ティング
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VIDAが考える、マーケティングの３大理念

そのように重要なマーケティングですが、今までフットサル場で行われているマーケティン

グは、企業・施設視点で実施されています。短期的な発想のもと、部分的な販促アクション

をその時々において繰り出すことに終始しています。

それでは、未来は開けません。

VIDAでは、お客様視点で、中長期の発想のもと、全体像を前提にした、一つ一つのアク

ションを丁寧に行うことを大切にしてきました。VIDA富山・VIDA姫路の成功は、まさにこの3

大理念があたからと言っても過言ではありません。

マーケティングを
部分・部分で捉えると、
仕組みにならない！

部分ではなく
全体で捉える

お客様の心に届かない
マーケティングでは、

ファンになってくれない！

企業・施設視点
ではなく、
お客様視点

その場、その場の
マーケティングは

顧客育成に繋がらない！

短期ではなく

中長期の視点

VIDAが考える、マーケティングの３大理念
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今回のトレーニング体系・全体像

今回のマニュアルは、通常の研修が陥りがちな、部分的なノウハウの寄せ集めではなく、

全体像を捉えながら、実施します。9象限で捉えていきます。

第3象限第1象限 第2象限

第4象限 第5象限

第7象限 第9象限第8象限

第6象限

未来戦略リサーチ 顧客心理

マーケティング
ストーリー

現場実践活用ツール 分析

アイデア
創造 情報共有

市場・競合企業
情報伝達

顧客意識・購買行動
情報提供

創造力・アイデア
情報の提供

自社内コンテンツ
情報の提供

基本戦略の伝達

ツールを
活用したアクション

実施結果の伝達

マーケティングの全体像

経
営
層

本
部

販
売
現
場

ビ
ジ
ョ
ン
（
未
来
像
）

プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
（
現
場
支
援
）

ア
ク
シ
ョ
ン
（
現
場
実
践
）
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第3象限第1象限 第2象限

第4象限 第5象限

第7象限 第9象限第8象限

第6象限

基本戦略リサーチ 顧客心理

現場実践活用ツール 分析

マーケティング
ストーリーアイデア創造 情報共有

マーケティングの全体像 詳細

自社/自店・競合・異

業種の過去・未来に
ついてのリサーチを
実施する。

時間軸、人間心理の
探求、歴史・文化、

近の動向から、顧
客心理を読み取る。

導入目的と目標、店
舗・売場の未来像、
ロードマップ顧客育成
ピラミッド、育成カレン
ダーを構築する。

見込客から優良顧客
に育成するストーリー
を設計する。

顧客育成/CRMを

推進するアイデア
を発想する。

成功事例をパッケージ
化し、全店でノウハウを
共有する方法を提示す
る。

現場で実践した成果
を分析し、課題を抽
出し、次のアクション
に繋げる。

現場実践がスムーズ
の展開されるための
様々な方法（マニュア
ル・教育）を実践する。

顧客育成を実行する
マーケティングツー
ル、CRM/顧客管理
システムを活用する。
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