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2020年 12月 1日 

ぴあ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：矢内廣）は、日本のプロスポーツ産業に必要な人材を育成する「ぴ

あスポーツビジネスプログラム」（以下 PSB）を 2021年 4月に開講。本日 12月 1日より、本プログラムの「第 1期」受講生の

募集を開始いたします。 

プログラムでは、「プロスポーツビジネス界において現場で即戦力として活躍できる人材の育成と、業界の現状を学んでいただ

く場を提供する」ことを目的に、“社会人で、今後スポーツビジネス界への転職・就職を目指す方”“大学生(大学院［修士・博

士］、短期大学、専門学校、高等専門学校も含む) で、今後スポーツビジネス界への就職を目指す方”を対象に最大 20名の

生徒を募集。また、新型コロナウィルスの影響を考慮し、このたびあらたに【受講料免除制度】を設けることが決定しました。 

【受講料免除制度】の対象は、応募時点で大学生(大学院[修士・博士]、短期大学、専門学校、高等専門学校も含む) の

方。選考基準は、1次選考及び 2次選考の内容に応じて公正に選出させていただきます。詳しくは募集要項をご確認下さい。 

また、本プログラムの講義を担当する講師も続々決定。パシフィックリーグマーケティング株式会社代表取締役 CEO 根岸友

喜氏、シティ・フットボール・グループ パートナーシップ セールスマネージャー⻄脇智洋氏、公益社団法人日本プロサッカーリ

ーグ 吉田国夫氏、株式会社ガンバ大阪 営業部部長 伊藤慎次氏ほか、決まり次第、PSBオフィシャルサイトにて情報を更新

いたしますので、ぜひ参考にしてください。日本のスポーツ業界を盛り上げたいという方々のご応募をお待ちしております。 

 

 

 

「チケッティング、ファンクラブを中心とした現場運用にかかわる知識」「スポーツビジネスの特性の全体理解と本質的な考え

方」「テクノロジーを含む、スポーツだけにとらわれないアイデア・イノベーション」などのスキルを身に付けることができます。 

この募集に先立って、11月 29日（日）、東京・渋谷のぴあ本社にて、「ぴあスポーツビジネスプログラム 開講記念セミナー」

を実施します。10時からと 15時からの 2回、いずれも参加費は無料。4月から始まる「第 1期」に向けての入学説明会を中

心に、ぴあでスポーツビジネスの最前線に携わる社員によるトークセッション、個別相談会（事前予約制）などを行います。 

いずれも詳細は、PSB公式サイト、Twitterに掲載。スポーツが好きな方、スポーツ業界への就職を考えている方、スポーツ

業界の即戦力になりたいと考えている方、ぜひふるってご参加ください。 

ぴあスポーツビジネスプログラム 
募集締め切り１２月２０日（日）まで 

第 1期受講生、本日募集開始 
学生対象【受講料免除制度】決定！  

 

＜プログラム概要＞ 
・期間     2021年 4月 ～ 2021 年 10 月（7 ヶ月) / 土曜日 合計 21講義日（合計 42 コマを予定） 

・定員     最大 20 名（予定） 

・会場     都内（ぴあ渋谷本社 予定） 

・受講料    200,000円（税別） 

・講座対象  社会人で、今後スポーツビジネス界への転職・就職を目指す方 

大学生(大学院［修士・博士］、短期大学、専門学校、高等専門学校も含む) で、 

今後スポーツビジネス界への就職を目指す方 

ぴあスポーツビジネスプログラムへの熱量を持ち、全講義に可能な限り出席出来る方 

当事者として 主体的、積極的に参加し、関わる意志をお持ちの方 

※年齢制限等は設けておりません。 

＜授業料免除制度＞ 

対象：応募時点で大学生(大学院(修士・博士)、短期大学、専門学校、高等専門学校も含む) の方 

免除対象：受講料 200,000 円（税別） 

選考基準：1 次選考及び 2 次選考の内容に応じて公正に選出させていただきます 

※選考基準は非公開となりますので予めご了承くださいませ 

＜募集期間＞ 2020年 12月 1日（火） ～ 2020年 12月 20 日（日） 23:59 

【募集詳細はこちら】 https://fan.pia.jp/psb/news/detail/7/ 

 

ぴあスポーツビジネスプログラム 第 1期 募集要項 

https://fan.pia.jp/psb/news/detail/7/
http://w.pia.jp/p/psb/
https://twitter.com/PIA_PSB


 

ぴあスポーツビジネスプログラム 第1期 募集要項   (2020年12月1日 更新)  
 
 
プログラム 概要 
 
目的 プロスポーツビジネス界において現場で即戦力として活躍できる人材の育成と、 

業界の現状を学んでいただく場を提供する 
 
対象 ・社会人で、今後スポーツビジネス界への転職・就職を目指す方  

・大学生(大学院(修士・博士)、短期大学、専門学校、高等専門学校も含む) で、 
今後スポーツビジネス界への就職を目指す方 
・ぴあスポーツビジネスプログラムへの熱量を持ち、全講義に可能な限り出席出来る方 
・当事者として 主体的、積極的に参加し、関わる意志をお持ちの方 
など 

期間 2021年4月 ~ 2021年10月 (7ヶ月) / 土曜日 合計 21 講義日（合計42コマを予定） 

※ コース後半より、講義終了後のインターン活動も実施予定 

※ 別途オンライン講座開催の場合有り 

※ 最終試験（レポート）実施予定 

構成 ・事前課題 (映像、課題図書、事前学習レポート等) 

・講義 

・インターンシップ 

・最終試験 (レポート) 

・フィールドワーク(任意都度開催、終日) 

※ 変更となる場合がございますので、予めご了承下さい。 

定員 最大 20 名 (予定) 

会場 都内 (ぴあ渋谷本社 予定) 

受講料 200,000円 (税別) 

　　　　　　　 全講義の受講料、講義にて使用する教材費などが含まれます。 

※ 交通費は自己負担となります。 

※ 別途授業料免除の制度あり 
 
受講料免除 対象：応募時点で大学生(大学院(修士・博士)、短期大学、専門学校 
　制度　　　            高等専門学校も含む) の方 

 
免除対象：受講料200,000円（税別） 
 
選考基準：1次選考及び2次選考の内容に応じて公正に選出させていただきます。 

　　　　　　　 
※選考基準は非公開となりますので予めご了承ください。 



 

修了証明 ぴあ公認 ぴあスポーツビジネスプログラム修了書の発行  

(紙媒体及び SNS・名刺などに使用できるデジタルバッジ) 

※ 修了要件を満たし方を対象に発行致します。 

※ 修了要件については別途合格者へご案内致します。 

習得スキル ① チケッティング、ファンクラブを中心とした現場運用にかかわる知識 

・プロスポーツビジネスの世界への登竜門、必要となるスキル 

・チケッティング 

・ファンクラブにおける運営ノウハウ 

 

② スポーツビジネスの特性の全体理解と本質的な考え方 

・スポーツビジネスの原理原則および、特性 

・プロスポーツクラブ全体のビジネスモデル/お金の流れ 

・本質を見抜く力 / 常にWhyを考える 

 

③ テクノロジーを含む、スポーツだけにとらわれないアイデア・イノベーションを持つ 

・スポーツ以外のジャンルの興行の収益構造 / ビジネスモデル  /サービスの知識、事例 

・テクノロジーのトレンド 
 
募集対象者 / 応募要件 

募集対象 ぴあスポーツビジネスプログラム 第1期 (2021年4月開講予定) 

募集期間  2020年12月1日 (火) ~ 2020年12月20日 (日) 23:59 

応募要件 ・社会人で、今後スポーツビジネス界への転職・就職を目指す方 
・大学生(大学院(修士・博士)、短期大学、専門学校、高等専門学校も含む) で、 
今後スポーツビジネス界への就職を目指す方 
・ぴあスポーツビジネスプログラムへの熱量を持ち、全講義に可能な限り出席出来る方 
・当事者として 主体的、積極的に参加し、関わる意志をお持ちの方 
 
※年齢制限等は設けておりません。 

応募方法  

STEP 1 応募フォームにて必要事項をご入力の上、エントリーして下さい。 

STEP 2 1次選考 (書類選考) 課題2点、またその他必要情報をご提出頂く先 (URL)を、 
 ご登録頂いたメールアドレス宛に別途事務局よりご案内をさせて頂きます。 

STEP 3 上記ご案内を参考に、2020年12月20日 (日) 23:59までに必要情報のご入力と課題を提出 
頂き、1次選考へのエントリーを完了して下さい。 

 
 



 

選考方法 

選考方法 1次選考 (書類選考)  /  2次選考 (個人ワーク、面接選考等を予定) 

* 2次選考は2021年1月23日 (土)、24日 (日)に実施を予定しております。1次選考を通過   
された方は事務局の指定日時にて、2次選考を受験頂きます。 

結果通知 応募フォームにご登録頂いたeメールアドレス宛に、選考の結果を送信します。 

1次選考 結果通知 / 2次選考 ご案内：2020年12月25日 (金) を予定 

 2次選考 結果通知 ：2021年2月上旬を予定 

選考受験料 無料 

 

1次選考課題 PDFファイルにてご提出下さい。 

1. 自身が今まで打ち込んできた事 (スポーツでなくても良い)の深掘りレポート - 400文字程度 

  (物事に自身がどう向き合ったか？どう極めたか？その中での課題を自身はどう解決したか？など) 

 

2. スポーツビジネスにおける以下の 3 テーマに対する課題と解決策は何と考えるか？ - 800文字程度 

ファンクラブ組織 / チケッティング / ゲーティング (入場)  

ご自身のスポーツ観戦などで感じた事をもとに、レポートを作成して下さい。 

例) 

ファンクラブ組織：ファンクラブに入会した時に感じたこと/不満の改善方法/新しいファンクラブ形態 
など 

チケッティング：購入しやすいチケットの販売方法 など 

ゲーティング：入場時に並ばなくて済む方法 など 

 

2次選考課題 選考会場へご来場頂き、以下で構成される選考会を受験頂きます。  

  ・個人ワーク 

  ・面接 

※ 個人ワークの課題内容の詳細は、一次選考を通過された方にお知らせ致します。 

 

 

 

 

 



 

 

応募から開講までのスケジュール 

 

受講料 払込方法について 

合格者に対して別途お知らせ致します。 

注意事項 

1. 1次選考(書類審査)への提出書類が不足している場合、所定の提出方法に従わない場合、また必要事項 
の記入漏れ/不備がある場合は、選考の対象とならない場合がありますので、予めご了承下さい。また提
出書類は返却致しません。 

2. 電話等でのエントリー書類、また合否に関するお問い合わせへの個別対応は一切ございません。必要 
な場合のみ事務局からご連絡をいたします。 

3.　 2次選考合格決定後の受講の取り消し/受講料の返金については受付けません。但し遠隔地への転勤 
等のやむを得ない事情により、取消し・解約を希望される場合については担当窓口にお申し出下さい。
事務局による協議の上、やむを得ないと判断された場合に限り、一部返金に応じる場合があります。 

4. 自主的な受講辞退、プログラム運営の妨げとなる行為や迷惑行為、また他受講生の妨害行為などによ 
る受講の取消し/解約処分を受けた場合は、受講料の返金はいたしません。 

5. プログラムの受講に際し、別途定める受講規約への同意書に、署名もしくは押印を頂きますので予め 
ご了承下さい。 
 
6.　ご応募いただく際にご提出頂く個人情報は、選考実施、合格者発表、受講手続およびこれらに附随
する業務のために利用します。 


