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諸言
日本ではパラリンピック・障がい者スポーツに
対しての関心が低いのでは？



～イメージ～

いつやってるん？

オリンピック＋α

ただただ無関心



図1

出典：日本財団パラリンピック研究会より



日本のパラリンピックの認知は高いものの意識は低い！
図2

各国のパラリンピックの観戦経験の有無

出典：日本財団パラリンピック研究会より

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
日本人のパラリンピックの観戦経験は他の国に比べてとても低い



フォーカスを当てるべきは‥‥

若者だ！！
（10代～20代後半）



コア

ライト

無関心層



若者にパラリンピックをいきなり宣伝
しても効果があるのか？？

そもそも、障がい者スポーツを
知ってるんかな？



長居障がい者スポーツセンター



長居障がい者スポーツセンターとは？

・1974年に設立された日本で初めての

障がい者スポーツセンター。

・利用者数1000万人突破

（2016/10/21日現在）

・障がい者スポーツイベントを多数開催





インタビュー・調査結果

収容人数
体育館 約500～600人収容

イベント参加者数の変化・年齢層と特徴

イベントは十分な集客を得ている

しかし観戦者が固定化されつつある

協力者： 課長代理 工藤孝富様
指導課 福島尊史様



イベント宣伝のために行っていること
ビラ配り約3000枚
＊通行人の目に触れてもらう、立ち寄ってもらうことを大

切にしている

朝は素通り・昼は立ち寄る

各障がい者団体、教育機関へのプリントの配布

＊SNSを使っての宣伝は消極的



課題

まずは、固定客が多い＝新しく見に来る人が少ない
⇒宣伝方法に偏りがある。

何の宣伝が足りていないのか

⇒ＳＮＳの宣伝が足りていない。



提案



SNSを利用した広告宣伝



今回は、若者の間で主流のSNSを例としてあげます

Twitter Facebook Instagram



twitter利用者年齢層

10代・20代が
ターゲット！



facebook利用者年齢層

20代～30代が
ターゲット！



instagram利用者年齢層

20代男女が
ターゲット！



twitter広告

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
こういったものを見たことがあると思います



twitter広告

エンゲージメント課金制

エンゲージメントって？

エンゲージメントとは消費者の
積極的な関与や行動の事を
指します。

twitterの場合は、ツイートを

「返信する」「リツイートする」
「いいねする」「開く」

などの行動がエンゲージメント
になります。



エンゲージメント課金制 課金されるのは、
Ａさんのリツイートのみ！
（1エンゲージメント！）

いいね

⑧

⑨

５０円÷14エンゲージメント＝４円

拡散すればするほど
無料でリーチが広がる！！



ターゲティング

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ターゲティング方法にも色々なものがあり、例えばキーワードターゲティングは、こちらで設定したキーワードを含んだツイートをしたユーザと、そのツイートに反応したユーザに対して広告を配信することができます。また、キーワードターゲティングではキーワードマッチが「一致」と「フレーズ一致」の2種類から選ぶことができます。「一致」では、語順等は関係なく、入力したキーワードが全て含まれているツイートに対して広告が表示されます。 「キーワード一致」では、入力したキーワードが語順通りにツイートに含まれていた場合に広告が表示されます。キーワードを含めたツイートをする、又は、そのツイートに反応してから1時間以内にターゲティングされ、7日間ターゲティングの対象となります。



twitter cards

・Summary Card
・Large Image Summary Card
・Photo Card
・Gallery Card
・App Card
・Player Card
・Product Card

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Twitterのタイムラインには多くの情報が流れるので、Twitter Cardを利用することでユーザの目に留まるように広告の見せ方を最適化してくれる機能です。上から順番に、標準(Blogやニュース記事・Webページ等)・画像を目立つように(写真付き記事等)・写真のみ・４つの写真を集めて強調する形式・モバイルアプリの詳細を含めて（ダウンロードに飛べる）・動画や音楽やスライドショーを視聴できる・製品情報に特化した形式etc..



長居障がい者スポーツセンター

＠******

今年もクリスマスの集いが開催されます！

twitter 広告イメージ図（ Large Image Summary Card ）

http://www.oct.zaq.ne.jp/yamatogawalc/gazou_36.html

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
たとえば、先ほど紹介した機能のうちの一つ、Large Image Summary Cardを採用して、一年前のクリスマスのイベントの画像とＵＲＬを張り付けて、今年のクリスマスのイベントを宣伝したりもできます。



• 二次拡散すればするほど安い単価で
広告効果を高めることができる。

• 自分たちがターゲットとしたい層に、
的確に伝えたい情報を伝えることができる。

• 日本でのtwitterユーザーは３５００万人以上！

• 広告を作るのが簡単なので
ＳＮＳに疎い人でも簡単に作ることができる。



Facebookの広告はユーザーであれば誰でも簡単に出稿・管理することが出来る。

Ｆａｃｅｂｏｏｋ広告

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
国内のFacebookユーザーは1960万人、全国民の6分の1Facebookの右サイドバーなどに表示されるFacebook広告が注目を集め始めている。Facebook広告は、実に細かく広告の掲載設定をすることができるので、ターゲットユーザーに対してダイレクトに広告（カルーセル広告）を出稿することができる



Facebook広告はタイムライン・Facebookサイトページの右側に表示されます。

広告の目的によって適切な目的を選ぶ。

大きく分けて１４種類ある

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
広告を作成するときは、まず目的を選びます。そして次はターゲットを決めます。



ここでは、地域・年齢・性別・言語などのユーザー層・趣味や関心のキーワード・カテゴリ・Facebook上のつな
がり、つながりになっている人の友達・恋愛対象・交際ステータス・学歴・勤務先を設定出来る。

うまく条件を絞って高いクリック率も期待できる！

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ユーザーがプロフィール情報として登録している居住地や年齢、性別、趣味・関心などを広告ターゲティングの条件に設定できる。つまり、うまく条件を絞って高いクリック率も期待できる。



予算・掲載期間の設定

広告の予算に関する設定をします。

予算は最低1,000円から（１日当たり）となっている。

予算と掲載期間を設定すると 合計の最大費用が

自動的に表示されるので広告主にとってとても優しい管理画面になっています。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
一日当たりか通算額かも設定できる。



Instagram広告

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
国内の月間アクティブユーザー数も800万人を超えており、今最も勢いがあるSNS!!!数多くのユーザーのインスタグラムのフィードに画像および動画で掲載出来る広告



利用者のフィードに出現

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
このように自分のアカウントをフォローしていない人にも表示することができます。この広告機能を利用してイベント告知をする。動画、画像広告で障がい者スポーツの常識を超えた超人技を投稿してインパクトを与える。



ウェブサイトへの誘導

イベントサイトへの誘導



障がい者スポーツってすごくない？
こんなことできるんですか？
こんなプレーを近くで見れる！！？？
＃パラリンピック＃長居障がい者スポーツセンター＃スポーツイベント

長居障がい者スポーツセンターイメージ図

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
そしてこのようなプレーが見れるイベントがあるということを知ってもらい広告テキストにURLを含め、そこからイベント詳細ウェブサイトに誘導する。



広告費用が高額ではない！！

以前までは最低出稿金額が500万円で審査に通った限られた企業のみ利用できた。

現在では1,000円程度からセルフシステムで広告を出稿できるようになっています。



１万人の方の
目に触れてもらうことができる。

２５０人の方の反応に期待できる。

約１万円

１日当たり１，１００円の予算で

１か月間（３４，１００円）で

１日１，５００～３，８００人
の方の目に触れてもらえる。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Twitter　何を表しているか→一万円で一万人の目に触れてもらうことができ、２５０人の方の反応に期待できる。Facebook　一日１１００円の予算で、一か月（通算３４１００円）日本人の１８～２８歳をターゲットとし広告を出すと仮定したもの。	だいたい一日1500~3８00人の方の目に触れてもらえる。



しかし実際、長居障がい者スポーツセンターで
これらのことを管理するのは難しい……

このようなＳＮＳ広告を使って、
長居障がい者スポーツセンターの
イベントを活性化していきたい！



長居障がい者
スポーツセンター

学生ボランティア協力

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
そこで我々はSNSなどの若者に振り向いてもらう活動を長居障がい者スポーツセンターと協力して学生がボランティアで行う団体を考えました。



 ＳＮＳ広報の管理

 若者向けの障がい者スポーツイベントを企画・運営

♦活動内容

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
これらの若者に焦点を当てた企画を展開する学生ボランティア団体を設立します。



ＳＮＳ広報の管理

長居障がい者スポーツセンターでは、ＳＮＳでの広告宣伝を行って
いなかった。さらに人件的、時間的に余裕がない。

そこで、ＳＮＳに一番かかわりのある、若者世代が管理・運営をするこ
とによって、より若者向けの広告宣伝をすることができる。



若者向けの障がい者スポーツイベントを企画・運営

障がい者スポーツの体験イベント

 スゴ技披露

 スタンプラリー（スポーツ体験型）

パラリンピアン プロデュースグルメ





協力を依頼

同じホームタウン同士で協力
街の活性化

セレッソ大阪

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
たとえば、長居でこのイベントを開催するとします。セレッソ大阪のホームスタジアムのヤンマースタジアムがあるので、セレッソの選手に来てもらいます。



ＥＸ） セレッソ大阪の選手にブラインドサッカー体験に参加して頂く。

一般の人も交じって一緒に参加できる。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
セレッソの人気選手などはセレ女と呼ばれる若い女性ファンによく指示されていて、集客効果に期待できる。



また、大阪にはこれだけのプロスポーツチームがあります！

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
これらのチームにも大阪から障がい者スポーツを盛り上げていきたいという意思を伝えて、協力を仰げばイベントでいろんなパラスポーツを体験する機会を作ることができ、イベント内容の中身もより深いものになる。



障がい者スポーツ選手のスゴ技披露

数々の競技を披露、紹介。常識を超えた超人プレーを見てもらい
障がい者スポーツに触れたことのない人に純粋にすごさを感じてもらう！

興味関心を持ってもらう。

ＳＮＳなどで拡散！！

より多くの人にシェアできる！！



ステージ

ブラインドサッカー

ボッチャ

車椅子バスケ

車椅子テニス

シッティングバレーボール

ゴールボール

パラリンピアン
プロデュースグルメ

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
イベントの中でもより多くの競技を知ってもらうために各競技ごとにブースを作りスタンプラリーの形式で体験形態をとり、集めてもらうと景品プレゼント！！



パラリンピアンがグルメをプロデュース！

ＥＸ）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
国枝慎吾（車いすテニス）は寿司が好き。



ＳＮＳ広報 イベント・企画

ボランティアスタッフ
（若者）

新規のお客さんが増える！
（若者）

障がい者スポーツに
若者が関わるように！！！

若者向け
コンテンツ

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
これらのSNS広報、イベント企画などを学生がボランティアとして参加することでより若者に向けて障がい者スポーツというものを発信することができ、今まで興味のなかった若者無関心層に知ってもらうことができ無関心層からライト層に引き上げるという目的を果たすことができるのではないか？



～まとめ～



ＳＮＳやイベントで
興味を持つ若者が増える

障がい者スポーツへの
意識向上につながる



障がい者スポーツ
の

発展・繁栄



東京パラリンピックも
過去最大級の盛り上がりが

期待できる。



https://ferret-plus.com/3043
http://www.sharecoto.co.jp/instagramlab/instagramad-how-to
http://spown.jp/cat27/post-466.php
http://gori.me/facebook/instagram/86414
https://ja-jp.facebook.com/business/

http://www.london-athletics.com/news_posts/time-to-abolish-
the-paralympics/
https://www.paralympic.org/goalball
https://www.paralympic.org/wheelchair-basketball
http://masports.jp/summer/swimming/2352

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160815-00000006-
ovo-life
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%A9%E3%83
%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF
http://para.tokyo/doc/survey201411_2.pdf
http://fukspo.org/nagaissc/
http://lab.appa.pe/2015-02/sns-demographics.html
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https://it.wikipedia.org/wiki/File:Twitter_bird_logo.png

http://fhlogo.blogspot.jp/2011/03/facebook.html

http://wccftech.com/instagram-iphone-lets-post-images-ios/

http://www.seibulions.jp/gourmet/player/

http://tennis.jp/

http://www.kura-corpo.co.jp/menu/

http://free-illustrations.gatag.net/tag/%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Twitter_bird_logo.png
http://fhlogo.blogspot.jp/2011/03/facebook.html
http://wccftech.com/instagram-iphone-lets-post-images-ios/
http://www.seibulions.jp/gourmet/player/
http://tennis.jp/
http://www.kura-corpo.co.jp/menu/
http://free-illustrations.gatag.net/tag/%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B


ご清聴ありがとうございました。
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