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≪試合中演出スポンサー （守備時：奪三振時）≫

【２０１８シーズンまで】
フリーボード 2面（各 6.40m ×12.0m / 計 約154㎡ ）

【２０１９シーズンより】
大型ビジョン 1面（8.32m × 29.76m / 約248㎡）

2018シーズンまで リニューアル
(2019シーズンより)

画面サイズが

約1.6倍に！2018年シーズンオフに、メインビジョンをリニューアル！
伝統と歴史あるフォルムはそのままにスクリーンを大型化。
迫力ある映像は来場者への関心を高めることが期待できます。
また、1面大型化による表示コンテンツの自由度の向上は広告だけ
でなく、これまで以上の魅力ある演出にも寄与します。

◆3分割から、1面大型化へ （従来比：約1.6倍）

◆ビジョン全面を使った高解像度へ (従来比：約4倍）

◆高コントラストで色鮮やかな映像表現へ （従来比：約1.5倍）

※

※中央の審判名表示部を除く左右スクリーン合計値との比較

※イメージ

・大型メインビジョン

・ライナービジョン（リボ
ンボード）

の連動表示で、球場全体
を包みこみ、一体感ある
演出を行います。
2020年シーズンのさら
なる盛り上がりにご期待
ください！

掲出場所 阪神甲子園球場メインビジョン及びライナービジョン

サイズ 縦 8.32 × 横 29.76 （247.6㎡ / 1,217型）

仕様 高輝度フルカラーLED方式

契約期間

（対象試合）

２０２０年４月１日～２０２１年１月３１日

タイガース主催セ・リーグ公式戦

※春・夏高校野球クライマックスシリーズ・日本シリーズは除く

広告料金 １０，０００，０００円（税別）

製作費一式 ５００，０００円（税別）

備考 事前デザイン審査

【2019シーズン演出ビジョン】
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≪試合中演出スポンサー （守備時：奪三振時）≫ 表示イメージ
試合の流れに応じた興奮度満点の“演出スポンサー”です。

2019年シーズンより大型化したメインビジョンでの演出で来場者へ多くの訴求効果が得られます。

インプレー（タイガース守備）中、三振を取った場合、その演出を
流し、その演出に組み込む形でスポンサーロゴを掲出致します。

＜メインビジョン演出イメージ＞

※該当演出放映時後にスポンサー広告が放映されます。
（試合状況により、該当演出が放映されない場合がございます。

ex三振で試合終了は「勝利」演出
※阪神タイガース主催のセ・リーグ公式戦が対象となります。
※高校野球、クライマックスシリーズ、及び日本シリーズは除きます。

シーズン通して

約５００回の放映！！
※過去3シーズン平均

＜メインビジョン想定＞ 【2019演出モニター写真】

＜ライナービジョン想定＞

＜ライナービジョン演出イメージ＞

※スポンサーロゴの表示方法
についてご調整できます。

スポンサー
ロゴ

スポンサー
ロゴ

スポンサー
ロゴ

スポンサー
ロゴ

スポンサー
ロゴ
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≪試合中演出スポンサー （守備時：ナイスプレー時）≫

【２０１８シーズンまで】
フリーボード 2面（各 6.40m ×12.0m / 計 約154㎡ ）

【２０１９シーズンより】
大型ビジョン 1面（8.32m × 29.76m / 約248㎡）

2018シーズンまで リニューアル
(2019シーズンより)

画面サイズが

約1.6倍に！2018年シーズンオフに、メインビジョンをリニューアル！
伝統と歴史あるフォルムはそのままにスクリーンを大型化。
迫力ある映像は来場者への関心を高めることが期待できます。
また、1面大型化による表示コンテンツの自由度の向上は広告だけ
でなく、これまで以上の魅力ある演出にも寄与します。

◆3分割から、1面大型化へ （従来比：約1.6倍）

◆ビジョン全面を使った高解像度へ (従来比：約4倍）

◆高コントラストで色鮮やかな映像表現へ （従来比：約1.5倍）

※

※中央の審判名表示部を除く左右スクリーン合計値との比較

※イメージ

・大型メインビジョン

・ライナービジョン（リボ
ンボード）

の連動表示で、球場全体
を包みこみ、一体感ある
演出を行います。
2020年シーズンのさら
なる盛り上がりにご期待
ください！

掲出場所 阪神甲子園球場メインビジョン及びライナービジョン

サイズ 縦 8.32 × 横 29.76 （247.6㎡ / 1,217型）

仕様 高輝度フルカラーLED方式

契約期間

（対象試合）

２０２０年４月１日～２０２１年１月３１日

タイガース主催セ・リーグ公式戦

※春・夏高校野球クライマックスシリーズ・日本シリーズは除く

広告料金 ６，０００，０００円（税別）

製作費一式 ９５０，０００円（税別）

備考 事前デザイン審査

＜ナイスプレー時＞ ＜ナイスピッチング時＞

＜ファインプレー時＞＜ダブルプレー時＞

【下記演出ビジョン後に放映】2019年例
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≪試合中演出スポンサー （守備時：ナイスプレー時）≫表示イメージ
試合の流れに応じた興奮度満点の“演出スポンサー”です。

2019年シーズンより大型化したメインビジョンでの演出で来場者へ多くの訴求効果が得られます。

インプレー（タイガース守備）中、ダブルプレーやファインプレー等が
出た場合、その演出を流し、その演出に組み込む形でスポンサーロゴを
掲出致します。

＜メインビジョン演出イメージ＞

※該当演出放映時後にスポンサー広告が放映されます。
（試合状況により、該当演出が放映されない場合がございます。

ex三振で試合終了は「勝利」演出
※阪神タイガース主催のセ・リーグ公式戦が対象となります。
※高校野球、クライマックスシリーズ、及び日本シリーズは除きます。

シーズン通して

約１８０回の放映！！
※過去3シーズン平均

＜メインビジョン想定＞

＜ライナービジョン想定＞

＜ライナービジョン演出イメージ＞

※スポンサーロゴの表示方法
についてご調整できます。

スポンサー
ロゴ 【2019演出モニター写真】
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掲出場所 内野銀傘バナー（Ｇ-１）〈３塁側〉

サイズ Ｈ２，０００ｍｍ×Ｗ５，８５０ｍｍ

仕様 ターポリン製横断幕（カラー表示可）

契約期間

（対象試合）

２０２０年４月１日～２０２１年１月３１日

タイガース主催セ・リーグ公式戦及び春・夏高校野球

※クライマックスシリーズ・日本シリーズは除く

広告料金 １０，０００，０００円（税別）

製作費一式
４００，０００円（税別）

※2年毎で製作が必要です。

備考 事前デザイン審査（原則、赤色基調デザインは不可）

掲出位置図

テレビ画像

201９.８.１７
八戸学院光星 vs 誉

2019.8.2８
阪神 vs 中日

内野銀傘バナー（Ｇ-１）〈３塁側〉

新規ご案内

Sold Out



ベンチ横扉（I-４７）（１・３塁側）

掲出場所 ベンチ横扉（I-４７）（１・３塁側）

サイズ
１塁側 H３００ｍｍ×W１,５００ｍｍ
３塁側 H９００ｍｍ×W１,４００ｍｍ

仕様 シート貼り（指定色）

契約期間
（対象試合）

春・夏高校野球期間

広告料金 ５，０００，０００円（税別）

製作費
一式

４００，０００円（税別）

※春・夏高校野球開催前に計2回、毎年貼り替えを行います

備考

春・夏高校野球期間のみの掲出になります
事前クライアント・デザイン審査有（完全データ支給）

■春・夏高校野球開催前に計2回、毎年貼り替えを行います
■試合中、1・3塁側共に、広告面前へ

各チームのボールボーイが配置されます

掲出位置図

テレビ画像

2019.８.7
旭川大 vs 星稜

2019.８.6
八戸光星学院 vs 誉

■試合中、1・3塁側共に、広告面前へ
各チームのボールボーイが配置されますSold Out



練習場連絡橋側面（W-５）

掲出場所 練習場連絡橋側面（W-５）

サイズ H１,１８０ｍｍ×W７,９００ｍｍ

仕様 出力シート貼り（カラー表示可）

契約期間
（対象試合）

2020年4月1日～2021年1月31日

タイガース主催セ・リーグ公式戦及び春・夏高校野球

※クライマックスシリーズ・日本シリーズは除く

広告料金 ２,０００,０００円（税別）

製作費
一式

７００,０００円（税別）

備考

事前クライアント・デザイン審査有（完全データ支給）

※意匠は文字やロゴなどを表示しない部分を余白として４０％
程度設ける。（西宮市景観形成基準）

掲出位置図

Sold Out



阪神鳴尾浜球場

広告看板のご案内（２０２０年度）



阪神鳴尾浜球場 外野フェンス広告看板

掲出場所 鳴尾浜球場外野フェンス広告看板

サイズ H１,３００ｍｍ×W７,５００ｍｍ

仕様 出力シート貼り

契約期間
（対象試合）

2020年4月1日～2021年1月31日

広告料金 ３,５００,０００円（税別）

製作費
一式

３００,０００円（税別）

備考 事前クライアント・デザイン審査有（完全データ支給）

2019年ドラフトにて阪神タイガースは創志学園の西純矢君を
筆頭に、1位から5位で高校生5名が入団致しました。
来シーズンは、ファームのホームスタジアムの注目度もUP！


