Press Release

六大学野球 独占無料ライブ配信サービス「BIG6.TV」公開のお知らせ

2017 年 4 月 6 日
株式会社オープンハウス
（東証一部上場：証券コード 3288）

「東京六大学野球」を独占無料ライブ配信する「BIG6.TV」
オープンハウスが冠スポンサーを務め、4/6（木）にローンチ
～ 4/8（土）「東京大学 VS 明治大学」より、ライブ配信開始 ～
東京 23 区と名古屋エリアを中心に不動産業を展開する、株式会社オープンハウス（本社：東京都千代田区、代表取締
役社長：荒井 正昭）は、「東京六大学野球 2017 年春季・秋季リーグ戦」における全試合のネット中継配信を無料で楽し
むことができる Web サービス「BIG6.TV」の冠スポンサーを務めます。
PC やスマートフォンなどのウェブブラウザや、アプリにて楽しむことができる本サービス。スポーツインターネットメディア「SPORTS
BULL」内に Web サイトを開設し、2017 年 4 月 6 日（木）よりサービスの提供を開始いたします。
「BIG6.TV」 サイトイメージ

パソコン版

スマートフォン版

「BIG6.TV」 Web サイト URL：https://sportsbull.jp/category/big6tv/
「SPORTS BULL」
Web サイト

URL：https://sportsbull.jp/

アプリダウンロード
iOS

URL：https://itunes.apple.com/jp/app/undotsushin/id1086719653?l=ja&ls=1&mt=8

Android

URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.undotsushin&hl=ja

■ 本 プレスリリースに関 するお問 い合 わせや、取 材 、資 料 を希 望 される方 は下 記 までご連 絡 下 さい ■
株式会社オープンハウス（https://oh.openhouse-group.com/）

企画本部 企画部 川浦真吾（かわうらしんご）

TEL：03-6212-0976 ／ FAX：03-6213-0788 ／ mail：press@openhouse-group.com

■ 「BIG6.TV」スポンサーの背景
長い歴史を持ち、野球界の発展に貢献してきた「東京六大学野球」。その OB の方たちは、野球界はもちろん、幅広い業界
で活躍しています。今年の「東京六大学野球」に関わる多くの大学生たちも、「東京六大学野球」での活躍や経験を活かして
飛躍していくことでしょう。
オープンハウスでは、そんな「東京六大学野球」を応援したいと思い、また、そんな大学生たちが活躍する姿をより多くの方に見
てもらいたいと思い、スポンサーを務めることを決めました。無料で手軽にご利用頂ける「BIG6.TV」。是非、幅広い方にご利用
頂き、今年の「東京六大学野球」を楽しんで頂ければと思います。
■ 「BIG6.TV」とは
「東京六大学野球 2017 年春季・秋季リーグ戦」の全試合を独占無料ライブ配信する「BIG6.TV」は、一般財団法人東京
六大学野球連盟の公認のもと、株式会社運動通信社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：黒飛功二朗）と株式会社
スポーツマーケティングラボラトリー（本社：東京都港区、代表取締役：荒木重雄）が共同で運営します。また、ライブ配信の
他にも、試合日程や関連記事、試合のハイライト映像なども楽しむことが可能です。
なお、「BIG6.TV」の全てのサービスは無料で閲覧することが可能です。PC やスマートフォンなどのウェブブラウザで「SPORTS
BULL」にアクセスするか、「SPORTS BULL」の iOS または Android アプリを利用してお楽しみ下さい。
＜「BIG6.TV」の楽しみ方＞
○ウェブブラウザでご利用の方
（1）PC やスマートフォン、タブレットのウェブブラウザにて「SPORTS BULL」のサイトへアクセス
URL：https://sportsbull.jp/
（2）「SPORTS BULL」内のページ上部の「六大学野球」のタブをクリック
※「BIG6.TV」の Web サイトへ直接アクセスしてもご利用いただけます。
URL：https://sportsbull.jp/category/big6tv/
○アプリでご利用の方
（1）iOS または Android アプリ「SPORTS BULL」をダウンロード
iOS

URL：https://itunes.apple.com/jp/app/undotsushin/id1086719653?l=ja&ls=1&mt=8

Android URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.undotsushin&hl=ja
（2）アプリ「SPORTS BULL」を起動
（3）画面上部にある「六大学野球」のタブをタップ
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■ オープンハウスについて
1997 年 9 月に創業したオープンハウスは、「東京に、家を持とう。」のスローガンを掲げ、都心エリアに特化して不動産業を展
開。地域に根ざした営業活動により、都心エリアならではの住宅事情の中でお客様のご要望に合わせた住まい探しに努めてまい
りました。2013 年 9 月には、東証一部上場。2016 年 10 月には名古屋市栄に拠点を開設し、名古屋エリアに本格進出。
これからも、より多くのお客様にご満足いただける住まいをご提供してまいります。
株式会社オープンハウス Web サイト

URL：https://oh.openhouse-group.com/

オープンハウスグループ Web サイト

URL：http://openhouse-group.com/

＜企業概要＞
商号

株式会社オープンハウス（Open House Co., Ltd）

本社所在地

〒100-6312

設立

1997 年 9 月

代表者

代表取締役社長 荒井 正昭

資本金

40 億 1964 万円

市場区分

東京証券取引所 市場第一部（証券コード 3288）

決算期

9月

事業内容
（グループ）

千代田区丸の内 2-4-1 丸の内ビルディング 12F

1. 居住用不動産の販売・仲介

2. 戸建住宅の開発

3. 注文住宅の建築請負

4. マンションの開発

5. 投資用不動産の販売
株式会社オープンハウス・ディベロップメント（URL：http://www.ohd.co.jp/）
株式会社オープンハウス・アーキテクト（URL：https://oha.openhouse-group.com/）

グループ企業

株式会社 OH リアルエステート・マネジメント（URL：http://www.ohrem.co.jp/）
株式会社アイビーネット（URL：http://www.i-b-net.co.jp/）
【東京都】

店舗

渋谷、桜新町、自由が丘、笹塚、中野、練馬、池袋、赤羽、日暮里、
北千住、錦糸町北、錦糸町南、西葛西、大井町、蒲田、吉祥寺 全 16 店舗

（全 22 店舗）

【神奈川県】 溝の口、川崎、綱島、新横浜、横浜 全 5 店舗
【愛知県】

栄

＜業績推移＞
売上高（百万円）

営業利益（百万円）
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