
フットサルフットサル

フットサル大会 フットサル大会 を活用したを活用した  販促活動販促活動 を を プランニング プランニング しますします

イベントプランニング

ターゲット 年齢 （幼児～中高年） ・ 性別 ・ 嗜好 ・ 生活背景など年齢 （幼児～中高年） ・ 性別 ・ 嗜好 ・ 生活背景など

販促活動の対象をご指定下さい。販促活動の対象をご指定下さい。

ご希望のターゲットで集客いたします。ご希望のターゲットで集客いたします。

年齢 （幼児～中高年） ・ 性別 ・ 嗜好 ・ 生活背景など

販促活動の対象をご指定下さい。

ご希望のターゲットで集客いたします。

年齢 （幼児～中高年） ・ 性別 ・ 嗜好 ・ 生活背景など

販促活動の対象をご指定下さい。

ご希望のターゲットで集客いたします。

をご指定下さい。をご指定下さい。をご指定下さい。をご指定下さい。

集客規模 50 名以上で集客規模をご指定下さい。50 名以上で集客規模をご指定下さい。

一会場で実施の販促から、 グループ施設 3 会場を一会場で実施の販促から、 グループ施設 3 会場を

使用し、 1000 名以上の集客にも対応いたします。使用し、 1000 名以上の集客にも対応いたします。

50 名以上で集客規模をご指定下さい。

一会場で実施の販促から、 グループ施設 3 会場を

使用し、 1000 名以上の集客にも対応いたします。

50 名以上で集客規模をご指定下さい。

一会場で実施の販促から、 グループ施設 3 会場を

使用し、 1000 名以上の集客にも対応いたします。

をご指定下さい。をご指定下さい。をご指定下さい。をご指定下さい。

販促内容 サンプリング配布、 販売、 アンケート実施などサンプリング配布、 販売、 アンケート実施など

実際に行いたい販促内容をご指定下さい。実際に行いたい販促内容をご指定下さい。

ブース設置、 実働もスタッフがフォローいたします。ブース設置、 実働もスタッフがフォローいたします。

サンプリング配布、 販売、 アンケート実施など

実際に行いたい販促内容をご指定下さい。

ブース設置、 実働もスタッフがフォローいたします。

サンプリング配布、 販売、 アンケート実施など

実際に行いたい販促内容をご指定下さい。

ブース設置、 実働もスタッフがフォローいたします。

をご指定下さい。をご指定下さい。をご指定下さい。をご指定下さい。

募集方法！！募集方法！！募集方法！！募集方法！！

日頃から弊社フットサル施設をご利用のお客様に対し、 ダイレクトに日頃から弊社フットサル施設をご利用のお客様に対し、 ダイレクトに

募集告知を行います。 グループ 3 施設年間延べ 8 万人の中から、募集告知を行います。 グループ 3 施設年間延べ 8 万人の中から、

有効なターゲットを絞り込みます。有効なターゲットを絞り込みます。

日頃から弊社フットサル施設をご利用のお客様に対し、 ダイレクトに

募集告知を行います。 グループ 3 施設年間延べ 8 万人の中から、

有効なターゲットを絞り込みます。

日頃から弊社フットサル施設をご利用のお客様に対し、 ダイレクトに

募集告知を行います。 グループ 3 施設年間延べ 8 万人の中から、

有効なターゲットを絞り込みます。

販促向上！！販促向上！！販促向上！！販促向上！！

大会参加者には販促活動がある事を事前にお知らせいたします。大会参加者には販促活動がある事を事前にお知らせいたします。

また、 出店費用を企業名付で参加費に還元することで、また、 出店費用を企業名付で参加費に還元することで、

より好意的に販促活動に参加していただけます。より好意的に販促活動に参加していただけます。

大会参加者には販促活動がある事を事前にお知らせいたします。

また、 出店費用を企業名付で参加費に還元することで、

より好意的に販促活動に参加していただけます。

大会参加者には販促活動がある事を事前にお知らせいたします。

また、 出店費用を企業名付で参加費に還元することで、

より好意的に販促活動に参加していただけます。

《実施までの流れ》《実施までの流れ》《実施までの流れ》《実施までの流れ》

お問合せ　⇒　お打ち合わせ　⇒　出店料お見積もり　⇒　募集　⇒　実施お問合せ　⇒　お打ち合わせ　⇒　出店料お見積もり　⇒　募集　⇒　実施お問合せ　⇒　お打ち合わせ　⇒　出店料お見積もり　⇒　募集　⇒　実施お問合せ　⇒　お打ち合わせ　⇒　出店料お見積もり　⇒　募集　⇒　実施

その１その１その１その１



フットサル大会 フットサル大会 を活用したを活用した  社内活動社内活動 を を プランニング プランニング しますします

趣向を変えて、 フットサルで忘年会、 新年会趣向を変えて、 フットサルで忘年会、 新年会

をしませんか？をしませんか？

趣向を変えて、 フットサルで忘年会、 新年会

をしませんか？

趣向を変えて、 フットサルで忘年会、 新年会

をしませんか？

少し変わった

忘年会、 新年会に！！

20 名前後から 200 名まで対応いたします。 ウォーミングアップから20 名前後から 200 名まで対応いたします。 ウォーミングアップから

試合形式までの進行、 審判や記録などをスタッフがサポートします。試合形式までの進行、 審判や記録などをスタッフがサポートします。

もちろん初心者の方でも楽しく参加して頂ける様、 ルール説明からもちろん初心者の方でも楽しく参加して頂ける様、 ルール説明から

技術指導も行いますのでご安心下さい。技術指導も行いますのでご安心下さい。

20 名前後から 200 名まで対応いたします。 ウォーミングアップから

試合形式までの進行、 審判や記録などをスタッフがサポートします。

もちろん初心者の方でも楽しく参加して頂ける様、 ルール説明から

技術指導も行いますのでご安心下さい。

20 名前後から 200 名まで対応いたします。 ウォーミングアップから

試合形式までの進行、 審判や記録などをスタッフがサポートします。

もちろん初心者の方でも楽しく参加して頂ける様、 ルール説明から

技術指導も行いますのでご安心下さい。

足柄上郡大井町足柄上郡大井町

上大井 408-1上大井 408-1

足柄上郡大井町

上大井 408-1

足柄上郡大井町

上大井 408-1

《イベント開催会場》《イベント開催会場》《イベント開催会場》《イベント開催会場》

その２その２その２その２

ゴールの瞬間の歓声やハイタッチなど、 スポーツは普段とは違うゴールの瞬間の歓声やハイタッチなど、 スポーツは普段とは違う

雰囲気を作ることが出来ます！！雰囲気を作ることが出来ます！！

ゴールの瞬間の歓声やハイタッチなど、 スポーツは普段とは違う

雰囲気を作ることが出来ます！！

ゴールの瞬間の歓声やハイタッチなど、 スポーツは普段とは違う

雰囲気を作ることが出来ます！！

社内でスポーツ大会を開催しませんか？社内でスポーツ大会を開催しませんか？

性別 ・ 年齢に関係なく、 誰でも気軽に楽しめる性別 ・ 年齢に関係なく、 誰でも気軽に楽しめる

社内でスポーツ大会を開催しませんか？

性別 ・ 年齢に関係なく、 誰でも気軽に楽しめる

社内でスポーツ大会を開催しませんか？

性別 ・ 年齢に関係なく、 誰でも気軽に楽しめる

社内運動会

レクリエーションに！！

100 名から 300 名まで対応いたします。 内容のご提案、 組み分け、100 名から 300 名まで対応いたします。 内容のご提案、 組み分け、

対戦表の作成などの事前準備から、 当日は進行、 写真撮影などを対戦表の作成などの事前準備から、 当日は進行、 写真撮影などを

サポートします。 参加者はただただ楽しむだけです！サポートします。 参加者はただただ楽しむだけです！

100 名から 300 名まで対応いたします。 内容のご提案、 組み分け、

対戦表の作成などの事前準備から、 当日は進行、 写真撮影などを

サポートします。 参加者はただただ楽しむだけです！

100 名から 300 名まで対応いたします。 内容のご提案、 組み分け、

対戦表の作成などの事前準備から、 当日は進行、 写真撮影などを

サポートします。 参加者はただただ楽しむだけです！

スポーツといえば 「フットサル」 です！！スポーツといえば 「フットサル」 です！！

合間合間に多種目も織り交ぜて内容をより充実させます！合間合間に多種目も織り交ぜて内容をより充実させます！

スポーツといえば 「フットサル」 です！！

合間合間に多種目も織り交ぜて内容をより充実させます！

スポーツといえば 「フットサル」 です！！

合間合間に多種目も織り交ぜて内容をより充実させます！

厚木市恩名厚木市恩名

1－17－281－17－28

厚木市恩名

1－17－28

厚木市恩名

1－17－28

海老名市中央海老名市中央

3－2－53－2－5

海老名市中央

3－2－5

海老名市中央

3－2－5

イベントプランニングのお問い合わせは ZUCC　FUTSAL　BASE まで ・ ・ ・

TEL ： 0465-84-5731      http://zucc.co.jp/


