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愛媛サポートクラブのご紹介

ホームタウンに地理的不利、規模の不安
関東や近畿圏、政令指定都市をホームタウンとするチームとの格差
同様な条件にある鳥栖、山形、大分など他のＪリーグチームは基盤の弱さが解決できないまま

最小規模ながら全県をホームタウンとする愛媛ＦＣがハンデを克服し、新しいフランチャイズモデルとなっ
てＪリーグの更なる規模（チーム数）拡大への見本になる！

さらに全国区色が強いＪリーグ１部への昇格を目指す上でガラ空きのアウェイ側は許されない

ホームタウンにおけるサポートの裾野を広げるとともに
アウェイ地域において関東在住の愛媛県人により何かできることはないだろうか？
関東には15～19万人といわれる愛媛県人が在住・勤務。十分に組織化が可能な規模

愛媛サポートクラブとは
愛媛県で初めて全国区のプロチームとなった（となる過程にあった）愛媛ＦＣをサポートするため、
関東在住の有志が2005年より活動
高い専門性を持つメンバーがボランティアベースでそれぞれの分野で作業や活動

アウェイでまなんだことをホームにフィードバック

できればアウェイサポーターの愛媛訪問を促す効果も（地元経済への間接的貢献）

これまでの活動実績
Ｊリーグ昇格のための署名活動（オンライン署名獲得環境の開発・運営を含む）

関東からのアウェイゲーム観戦ツアー企画・手配。アウェイスタジアム、地域での情報収集、
観戦者間の交流の手助け

関東県人交流会の企画・開催（300人規模。愛媛ＦＣ試合に合わせて）
専用ポータルサイトからさまざまな情報を発信
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アウェイスタジアム・ゲームに学ぶ

相当数の観客をアウェイ側において確認するも…
東京ヴェルディ戦（駒沢陸上競技場、晴れ、３月１８日）： 約600人 （全4,196人中）
ベガルタ仙台戦（仙台スタジアム、晴れ、３月２５日）： 約50人 （全12,812人中）

コミュニケーション不在でその場限りの出会い

オフィシャルグッズの販売、広告入りチラシの配布等が厳格に規制されているため愛媛
FCサポーターかどうかの確認も困難な状況

次ページ以降のような小さな活動を手はじめに…
柏レイソル戦（日立柏サッカー場、雨、４月５日）において： 約200人 （全4,464人中）
特性チケットホルダー、ポストカード、オレンジ色の（雨合羽の代用にもなる）大判ビニー
ル袋などの配布を通じてコミュニケーションを図る

アウェイスタジアムでのグッズ販売については今後、愛媛FC、サッカー協会、Ｊリーグ関
係各社を通じて個々のチームと交渉することを検討

アウェイスタジアムにおいて学び…
施設、アクセス、周辺環境、相手チームのサポーター、ボランティア等から見習うべき
こと、反面教師としたいことなど様々な収穫

いろいろな情報を体系立てて整理し、愛媛ＦＣやホームのサポーター、ボランティアの
方々、自治体などへフィードバックしていく予定
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活動内容： ウェッブサイト・メーリングリスト

ehime-support.net /
有志による非営利の情報ポータルサイト

ボランティアベースながら商業サイトに匹敵するサイ
ト構成・機能・管理体制。最新のツールとセキュリティ

愛媛ＦＣに限らず「愛媛」に関する幅広い情報へのア
クセスを提供。故郷を離れている愛媛県人が愛媛と
自分を結びつける一助に

コンテンツ・機能

イベントなどの予定管理、申し込み受け付け、スケ
ジュール一覧

ニュース、コラム、フォーラム、アルバム、愛媛に関す
るブログ集

例： オレンジ色への想いを深める「オレンジを探せ！」

拡張予定、検討事項

有志によるコンテンツの拡充をはかり、さまざまな手
法を使ってアクセス数の増加を図り、検索エンジンで
のヒットランキングを向上し「愛媛FC」などのキー
ワード検索で簡単に見つかるようにする

ページビューを増やし、（特定の企業からではない）
広告収入を獲得

サイトやスタジアムを通じて獲得したEメール、携帯
メールアドレスに向けタイムリーで豊富な愛媛FCサ
ポート関連情報を提供しオフィシャルサイトへも誘導
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活動内容： オレンジハウス

有志による常設の交流の場

都内中心部(港区、品川駅近く）の個人事務所を利用（40㎡程度、最大20人程度で利用可能。ＯＡ、
ネットワーク環境、印刷・製本装備など）

ホームゲームを中心に関東在住・勤務者にとってスタジアムでの観戦が難しい試合の生中継観戦会

（スカパー放映、大型液晶ディスプレイ）

愛媛ＦＣの歴史、現在にかかる書籍、物品、映像などをミュージアム的に保管・展示。オフィシャルグッ

ズの販売も（非営利：定価仕入・定価販売）

クラブの活動の検討、計画、反省などの打ち合わせ、手作りグッズの製作などを観戦会と同時に

クラブサイトおよび口コミ等により徐徐に認知を獲得。友近選手言うところの「毎週土曜日がやってくる

楽しみ」を共有するネットワークを拡大中。

今後の予定および課題

各サポーターグループをゆるやかに結びつけ、一般の観戦者が戸惑わず、無理なく応援に参加でき

るための調整を行ってはどうか
イラスト入りの簡単な応援マニュアル、約束事冊子の製作など

関東で試行したり準備したもので有効なものを地元にフィードバック

「草の根活動」的にメディアや著名ブログでの露出獲得を狙う

オフィシャルチームキャラクターに加え、全選手、スタッフの似顔絵まで

版権フリーでご提供いただいている漫画家、能田達規先生への恩返し
まるで愛媛ＦＣの躍進を予見したかのような少年長編コミック「オレンジ」（秋田書店刊、
全13巻）は健全な少年向け読み物として、チーム運営/管理/戦術面でも内容の濃い傑作
週刊誌連載（週間少年チャンピオン）より３年以上が経過し、今ひとつ認知が高まらない

ため、「オレンジ」を県内の各小学校に蔵書とすることを推薦する活動を展開予定
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活動例 特製チケットホルダー

特製チケットホルダーの配布

廉価で実用性があり受け取ってもらいやすいグッズ
スタジアムでは再入場にチケットの提示が必要

材料単価50円程度。有志による手作りで臨機応変に内容を構成可能

商業色を排除し、コミュニケーションツールとして
アウェイスタジアムでの配布を可能に

非営利のクラブサイトへのアクセス、メーリングリストへの参加を誘引（二次元バーコード（QRコード）利用）
する内容。クラブサイトを経由して間接的にオフィシャルサイトへ誘導

愛媛FCとの「ゆかり」を名札的に記入してもらうことで、相互のコミュニケーションのきっかけに
再生素材利用、安全装置（首絞め防止）付でクレームを回避

素性を信用してもらうため、愛媛県プロスポーツ地域振興協議会の構成団体であることを明記

第7節、柏レイソル戦において100個程度配布
コミュニケーションのきっかけとなった複数例、報告あり

今後、全アウェイゲームでの配布を予定

検討事項
スタジアムでの手渡し、利用説明や記入依頼、さらにはコミュニケーションをとるために試合開始前に
スタジアムに入って活動するクラブメンバーが必要。

ホームゲーム（特にホーム側Ｂ席エリア）でもテスト配布して応援への参加、ファンクラブ入会などへ
の導入を促してはどうか

伊予市出身

ehime-support.net

愛媛ＦＣとのつながり
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活動例 特製ポストカード／カンバッチ

特製ポストカード
廉価で実用性があり受け取ってもらいやすいグッズ
材料単価10円程度。手作りではあるが多種、大量生産も可能
知人、友人への観戦報告、勧奨はがきとしての利用を想定

能田先生画による全選手のユニークな似顔絵を活用
先生のご好意により版権の設定なし。Ｊリーグの制約を受けずに利用可能

Ｊリーグの他のチームでは例のない非常にまれで貴重なリソース

選手のプロフィールを含めることで選手を身近に（公式Ｊリーグカードには数人の選手のみ）

商業色を排除し、コミュニケーションツールとして
無料としアウェイスタジアムでの配布を可能に

非営利のクラブサイトのＵＲＬを記載。間接的にオフィシャルサイトへも誘導。

実績
第7節、柏戦において300枚程度配布
コミュニケーションのきっかけとなった例多数。グッズ販売がない中、想像を超える人気。

今後、全アウェイゲームでの配布を予定

特定の選手のおっかけサポーターが相当数観戦していることを確認

検討事項
子供向けに手作りカンバッチでも提供（試作済み、材料単価30円程度）
ホームゲーム（特にホーム側Ｂ席エリア）でもテスト配布してみては
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特製チケットホルダー

特製ポストカード

ネットワーク拡大のためのツールおよび手法

伊予市出身

ehime-support.net

愛媛ＦＣとのつながり

バナーから
愛媛ＦＣ
オフィシャル
サイトへ誘導

愛媛サポートクラブ
ウェッブサイト（非営利）

愛媛ＦＣ オフィシャルサイト

背面ＱＲコード
から携帯メール
アドレス登録

情報メール
配信

情報メールに
ＵＲＬを記載し
サポートクラブ
サイトへ誘導

ehime-support.net

裏面に選手の
似顔絵、プロフィール
表面にサポートクラブ
サイトのＵＲＬ

知人、友人、親戚
などへ観戦記など
したためて郵送

ホルダー表面
のＵＲＬから直接誘導

アウェイスタジアム
において無償配布

愛媛FC、レイソル
相手に大健闘
したよ！

千
葉
県

船
橋
市
・・・
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パブリック・ビューイング ご提案の背景

文字通り「遠い」 アウェイゲーム

Ｊ２の試合は一般地上波のニュースなどでは結果のみの報道

映像が流れないために、アウェイにおける強豪チーム相手の大健闘が地元には伝わらない

他チームのサポーターの盛り上がり、応援の様子を目にする機会がない

ホームゲームだけでは試合間隔が開き、盛り上がりが続かない

地理的ハンデ

限られた交通・宿泊費で観戦可能なものは神戸、徳島でのアウェイ戦くらい

その他のアウェイゲームはスカパーで観戦する以外、新聞による結果報道のみ

「近くて遠い」 ホームゲーム

ホームゲームはほぼ土曜日の午後もしくは平日の夜開催

交通の便、仕事や家族の都合から、土曜日午後や平日夜にホームスタジアムで観戦する

ことが難しいサポーターも相当数存在するはず

スタジアムでは選手との交流機会が限定的

過密スケジュールやＪリーグの規定等によりＪＦＬ時代に比較して選手がやや遠い存在に
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パブリック・ビューイング ご提案の趣旨

アウェイゲーム生中継を地元で観戦する機会を提供
利便性が高く、スタジアムには足を運べない層、まだそれほど盛り上っていない層など
にもリアルタイムでの観戦機会を提供
平日に中心部で開催することで、仕事や学校からの帰途の立ち寄りを可能に

公的な施設で行い、親子での観戦を可能に

過去にコンサドーレ札幌がテレビ局とタイアップして数百人規模で開催した例
さほど一般的に開催されていないため、相当数動員できれば全国区でのＰＲ効果も期待

近い将来、昇格争いなどの際にＰＶが必要となる際の準備
展開よってはシーズン後半にアウェイゲームが順位争いのやまとなる可能性

まず一度、大規模にとり行い今後必要に応じて開催するための経験・情報を集める必要
映像利用料1回30万円、施設使用料を賄うためには数百人規模の動員が必要

ＰＶの開催はＪリーグの規定で１チームあたり年２回と規定されているが、今回盛況であ
れば追加の開催を要請

専用スタジアムの新設に向けて
仙台、柏において、優れた立地条件のサッカー専用スタジアムの利点、効果を再認識

パブリックビューイングにおいて利便性のよい場所への動員実績を上げることで、将来
専用スタジアムを中心部に新設する運動への布石にならないか
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パブリック・ビューイング 開催要綱（案）

第20節 湘南ベルマーレ戦 （アウェイ ＠平塚陸上競技場）

６月７日 １９時０３分 キックオフ (１８時１５分会場、２１時３０分閉場）
第２クール中盤、FIFAワールドカップ開催直前のサッカー熱盛り上がりにも期待

愛媛県県民文化会館
メインホール１階利用（最大1,000人収容、サブホールは空き無し）
スカイパーフェクＴＶ生中継放映（愛媛ＦＣ、Ｊリーグ映像㈱了承済み）

大型プロジェクター１面利用、音声付

開催形態・要綱
愛媛ＦＣ、Ｊリーグ映像㈱の承認のもと有志による協賛スポンサー無しでのスポット興行
オフィシャルスポンサーとの競合を回避

今回は試行として、なるべく多くの参加者を集めるために入場料の徴収無し
今後の参加意図（費用、開催日・時間、頻度、対戦カードなど）についてアンケートで情報収集。松山以外
での開催も含め、今後の定例的な開催を検討する際のベースとする

カンパ、オフィシャルグッズ販売等で少しでも経費を補填

運営等
サポーターグループおよび県サッカー協会等からボランティアを募り少数のイベント
運営会社（含む警備会社社員）のスタッフと共同で運営（鳴り物など禁止）。不測の
辞退に備え各種イベント用損害保険を適用



13

パブリック・ビューイング 検討事項

告知・誘導

オフィシャルサイト、ブログ、サポーターグループや各種団体などのネットワークを利用して幅広く告知。

有志によるポスター掲示や駅前でのビラ配りなども検討

アウェイゲームとホームゲームの戦績比較を提示し、「アウェイゲームこそ遠隔でもサポーターの後押しが必要！」と強調

ＰＲ活動を行いメディアでの露出獲得に努力

付加価値

遠征に動向していない選手の参加を仰ぎ、試合前、ハーフタイム、終了時などにコメントをいただく

サポーターによる現地の様子の電話速報をホール内音声で

先着数百人に能田先生画の選手似顔絵ポストカードセットやカンバッチ進呈

ＤＶＤ『オレンジの夜明け』より昇格決定シーンなど上映（版権要交渉）

今シーズンのハイライトシーン放映（版権要交渉）

アウェイスタジアムにおいて「現在パブリックビューイングで『９９９』人応援中」（人数は実際にPV会場
から電話連絡」と巨大横断幕に掲示しスカパー放送での露出を狙い、PV会場での盛上げにつなげる

プロモーション活動

年間シート、次節以降のホームチケット、オフィシャルグッズなどの販売

ファンクラブ入会受付、メーリングリスト用のＥメールアドレス取得

スカパーへの加入を勧誘（ＰＶ開催の条件。愛媛ＦＣのオフィシャルウェッブサイト経由の申し込みとす

ることで愛媛ＦＣの収入にも）



愛媛サポートクラブ

ehime-support.net




