
コロナ禍におけるスポーツ取り組み事例のご紹介

一般財団法人アスリートフラッグ財団

設立者：株式会社ミクシィ



2

1. スポーツ界の問題

2. 解決策としてのUnlim

3. ギフティングの仕組み

4. Unlimの特徴

5. 参加アスリート

6. 参加チーム

7. 連携メディア

8. ギフティング事例

(1)アマチュア

①東京六大学野球

②学生スポーツ

(2)プロ

①東京ヤクルトスワローズ

9.  苦労した点

目次



1.スポーツ界の問題
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• アスリートは競技活動における経済的負担や競技以外のブランディング等の問題
をこれまで抱えていたが 、コロナの影響を受けてより厳しいものとなっている

アスリートのブランディング チームの収益低下 メディア露出
ファンとの接点

競技活動を続けるための
経済的負担

多くの選手が「競技以外の部分
でもアスリートとしての価値を
高める」ための方法に悩んでい

る

コロナの影響で興行で減少し、
スポンサー離れも加速、チーム
としての売上が大きく低下して

いる

自身の競技活動をもっとアピー
ルしたい、応援してくれる人と

交流したい

生活のためにアルバイトが必要、
競技活動に専念できない



2.解決策としてのUnlim
4

• アスリートやチームに対して、応援という形でギフティングができるサービス
「Unlim」を2020年2月から提供



3.ギフティングの仕組み
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• ファンはUnlimを経由して、応援するアスリートにギフティングが可能

分配ギフティング

（寄付）

ファン Unlim アスリート



4.Unlimの特徴
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• 自身のメディア（twitter等）を活用して応援を募る
• 自身の活躍を取り上げるメディアを経由して応援を募る

分配率 67~83%



5.参加アスリート
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• 現在申し込み194アスリート/チーム順次手続き中(12/31時点)



6.参加チーム
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• 現在申し込み194アスリート/チーム順次手続き中(12/31時点)



7.連携メディア
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• 今後も総合誌から専門誌まで、幅広く拡充していく方向



8.ギフティング事例 (1)アマチュア①東京六大学野球概要
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• 東京六大学野球春季（代替開催）、秋季大会中に、コロナを踏まえたオンライン
での応援+ギフティングの企画を実施した

企画名

企画内容

実現プロ
セス

体制

成功のポ
イント

「六大学野球応援合戦ONLINE」

コロナによる観戦制限がある中で、選手
を応援したいユーザーからメッセージを
募り、六大学野球の盛り上がりを集約
YouTubeのような形でギフティング付き
のコメントを促す企画

六大学野球連盟様に企画提案、その後各
大学野球部と連携の上実行

企画担当：4名 渉外担当：1名
開発担当：5名 デザイン担当：3名

コロナ渦において、今までオフラインで
提供できた価値・体験の低下を極力抑え
つつ、オンラインで代替していく企画が
できた点

東京六大学野球は、早稲田・慶應義
塾・明治・法政・東京・立教の6つ
の大学で構成される野球リーグ

企画について東京六大学野球



8.ギフティング事例 (1)アマチュア①東京六大学野球イメージ
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• Unlimのメッセージ機能を活用し、オンライン上で応援を集めて可視化する
• 合わせてギフティングすることで応援がより目立つように設計

PC画面 スマホ画面



8.ギフティング事例 (1)アマチュア①東京六大学野球企画結果1
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• 1万人以上の流入ユーザー数と1,500件近くのメッセージがあり、
コロナ禍の中で一定の反響を得られた

流入ユーザー数

メッセージ数

ギフティング単価

11,723人

1,497回

2,840円

項目 数値



Twitter

想定インプレッション数
:500,000

8.ギフティング事例 (1)アマチュア①東京六大学野球企画結果2
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• 各SNSで非常に大きな反響があり、ユーザーからのニーズを実感

Facebook

再生回数:50,000

企画告知

狙い

どこで

野球ファンや六大学関連者に
コロナ禍の六大学野球の現状
を知ってもらい、心を動かす

Twitter、 Facebook
でそれぞれ投稿

反響



8.ギフティング事例 (1)アマチュア①東京六大学野球企画結果3
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• 熱いコメントが多く寄せられ、ファンの熱量が伝わる企画となった

ユーザーからのコメント(抜粋)

野球を精一杯頑張る事は卒業後にどんな道に進んでも、必ず成果として表れるはずです。今年は試
合数も少なく会う応援の機会は少ないですが、私たちも頑張って応援します。

明治大学

早稲田に勝ったら、歴史が変わります！立教に勝っても、明治に勝っても、本当に凄いことです！
常勝集団になってほしいです！がんばれ東大‼️

東京大学

5年振りの優勝おめでとう。長いブランクでした。しかし、今年のメンバーと監督の信頼関係が試合
にしっかりと顕われており、久しぶりに学生スポーツの素晴らしさが実感されました。コロナを防
止した早慶明法立東野球部の皆さんに敬意を表します。

早稲田大学

一意専心。今はぐっと我慢の時。どのような状況だろうが、やるべき事に対して真摯に取り組み自
分を磨き上げよう。君たちが野球に対して真摯に取り組む姿を我々はどこにいようが応援していま
す。この困難を乗り越え、若き血を大きな声で歌える日が必ず来ることを信じて。

慶應義塾大学



8.ギフティング事例 (1)アマチュア②学生スポーツ概要
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• 大学スポーツに特化したwebメディア「4years.」 (運営:朝日新聞社)
と協業し、学生アスリートの特集企画を実施

企画名

企画内容

実現プロ
セス

体制

成功のポ
イント

「4years × Unlim」

コロナ禍で興行が開催されず、苦境に面し
ている学生アスリートを応援すべく、
4years.にて若手有望選手から有力選手ま
で特設ページを作成し、アンリムと連携し
てギフティングを募る

提携メディアの4years.から企画提案
⇒アンリム登録アスリートの特集ページを
作成いただき、ギフティングを募集

企画担当：１名 渉外担当：２名
開発担当：1名 デザイン担当：１名

コロナ渦をきっかけに、ギフティングとの
相性が良い競技を見定め、オフラインでの
支援をオンライン化した点

フィギュアスケートは、スケートリ
ンクの上でステップ、スピン、ジャ
ンプなどの技を組み合わせ、音楽に
乗せて滑走する競技

企画についてフィギュアスケート



8.ギフティング事例 (1)アマチュア②学生スポーツイメージ
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• 4years.内に特集ページを作成し、ギフティングへの導線も設置

①競技やファンへの想いを取材し、
記事を作成

②インタビューを含むオリジナルムービ
ーを作成

③記事内にUnlimへのギフティングボタン
を設置

①

②

③



8.ギフティング事例 (1)アマチュア②学生スポーツ企画結果1
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• メディアを活用することで、オーガニックの流入よりも10倍近くのギフティング
が集まった

650PV

350PV



8.ギフティング事例 (1)アマチュア②学生スポーツ企画結果2
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• 熱いコメントが多く寄せられ、ファンの熱量が伝わる企画となった

ユーザーからのコメント(抜粋)

西山選手の唄菜選手とのｱｲｽﾀﾞﾝｽの演技…大好きです。ﾃﾞﾋﾞｭｰ間もない頃の演技を見てそ の上手さに吃驚しました。
二人のｼﾝｸﾛしてるﾂｲｽﾞﾙ ﾆｺﾆｺｷﾗｷﾗの表情も好きです。二人がｱｲｽﾀﾞﾝｽを好きという気持 ちがﾊﾞﾝﾊﾞﾝ伝わって来て応援
せずにはいられません。 ｺﾛﾅで練習大変だと思います。 ﾘﾝｸで二人の演技を自由に応援出来る日が来るのを楽しみに
したいと思っています。 勿論 西川選手のｼﾝｸﾞﾙの演技も応援しています。

西山真瑚選手へ
カナダに渡り、ぶれること無くスケートに取り組む姿勢、尊敬します。 アイスダンスとシングルの二刀流も素晴ら
しいです。うたしんもシングルの滑りも大好きで す。怪我に気をつけて頑張ってください。 日本のアイスダンスも
盛んになっていくことをお祈りしています

本郷選手が今シーズン戻って来るときいて心の底から嬉しかったです。ブロックの配信で演技をみてボロボロ泣きま
した。心があたたかくなりました。健康に気を付けてこれからもがんばってください。やりたい演技ができますよう
に！

本郷さん、応援しています！プログラムがいつも華やかで大好きなプログラムばかりです。特にボストンワールドで
披露したリバーダンスが好きです。現役を続けてくださって嬉しいです。ささやかですが応援の気持ちをこめて支援
させていただきます。これからもがんばってください。



8.ギフティング事例 (1)アマチュアまとめ
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これまでの大学・高校スポーツ

資金面での援助の大部分を、
部活OBOGや選手の保護者からの
寄付に頼ってきた背景がある

コロナの影響

大会中止によるチケット・グッズ収
入の減少
経済環境の悪化によるOBOGや保護
者からの資金援助の減少
⇒これまで通りの活動に支障が出て
くる可能性がある

Unlimの活用

オンラインギフティングには、
広く一般からも支援を募ることで、
今後のアマチュアスポーツ界の発展
に大きく寄与できるポテンシャルが
ある

• Unlimを活用することで、アマチュアスポーツ界はより身近な存在となり、
資金面の問題も解決していける可能性がある



8.ギフティング事例 (2)プロ①東京ヤクルトスワローズ概要
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• コロナで入場制限のあるファン感謝祭にて、オンライン視聴しながらコメントや
ギフティングできる企画を実施

企画名

企画内容

実現プロ
セス

体制

成功のポ
イント

「ファン感謝祭連動ライブギフティング&
応援メッセージ企画」

コロナにより入場制限のあるファン感謝祭
において、スマホ、PCでオンライン視聴
するユーザーが応援メッセージやライブギ
フティングができ、サンクスカードやサイ
ンボール等の特典を受け取れる企画

スポンサーを行うファン感謝祭でのUnlim
活用をヤクルト球団に提案⇒特典や必要な
素材等を提供いただき、準備から実施のオ
ペレーションまで支援

企画担当：４名 渉外担当：２名
開発担当：５名 デザイン担当：３名

コロナ渦において、今までオフラインで提
供できた価値・体験の低下を極力抑えつつ、
オンラインで代替していく企画ができた点

東京ヤクルトスワローズは、
日本プロ野球リーグの球団の一つ。
親会社はヤクルト本社。そのため選
手にヤクルトが支給されている。
ホームスタジアムは明治神宮野球
場。

企画について東京ヤクルトスワローズ



8.ギフティング事例 (2)プロ①東京ヤクルトスワローズイメージ
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• ファン感謝祭の様子をオンラインで視聴しながら、メッセージやギフティングが
可能

PC画面 スマホ画面



8.ギフティング事例 (2)プロ①東京ヤクルトスワローズ企画結果1
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• ライブ映像とギフティングの相性は放映中のコンテンツに大きく依存することが
確認できた

流入ユーザー数

メッセージ数

ギフティング単価

約15,000人
※最大同時接続 5,000人

約3,000件

約500円

項目 数値



8.ギフティング事例 (2)プロ①東京ヤクルトスワローズ企画結果2
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• 熱いコメントが多く寄せられ、ファンの熱量が伝わる企画となった

ユーザーからのコメント(抜粋)

いつでもあたたかくアットホームなスワローズの選手とファンの雰囲気がだいすきです。
2020年は大変でちょっぴり悔しいシーズンでしたが、スワローズの野球が観れてしあわせでした！
2021年は山田新キャプテン、青木終身名誉キャプテンの新体制でのさらに進化したスワローズをた
のしみにしています！

コロナ禍の中みなさんのプレーを見て元気をもらっています！
来年も一緒に戦い優勝目指しましょう🙌応援してます！🐧

シーズンお疲れ様でした！テレビ越しでも現地でもたくさん元気をもらうことができて感謝でいっ
ぱいです。山田哲人新キャプテンが残留を決めてくれたこともあり来季も期待で胸がいっぱいです。
ヤクルトに入ってくれて、残ってくれて本当に嬉しいです。ありがとうございます😭オフも感染症
などで辛い思いをすることなく過ごして欲しいと願ってます。ヤクルトスワローズ最高！

今年も1年間お疲れ様でした！コロナウイルスの影響で、なかなか神宮に足を運ぶことできず…。や
っと目の前で野球をやってる姿を観れた時は涙が出そうでした。来年は新キャプテンとして大きく
変わる年になるかと思いますが、哲人さんは本当に沢山の人に愛されています！！
私たちファンもしっかりサポートしますので、2021年良い年にしましょう！！！



9.苦労した点
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• 財団の立ち上げではメンバー集め、サービス立ち上げではアスリート集めに苦労

財団立ち上げ時

理事や評議員、選考委員等、公正で安全な運営を目指す上で参
画していただく有識者を集める点が難しい
(理念への共感や人脈が必要)

サービス立ち上げ時

初期の登録アスリートを集める際、個人による金銭的な応援に
ついてアスリートのマネジメント会社との交渉や、所属チーム
の権利関係等の関係で想定よりも難航した。
サービス開始直後に新型コロナがスポーツ界を停滞させた為、
スポーツイベントが一切ない状況が数か月発生した

緊急事態宣言解除後

環境的に自分の支援を募る事を躊躇するアスリートが多く発生
した
（逆に社会の為に何かできることができないかという問い合わ
せは増加）

内容フェーズ
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