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【２０１５年シーズン】 

阪神タイガース 戦 at 阪神甲子園球場 



【はじめに】  1 

貴社、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 
  この度は阪神甲子園球場にて開催される阪神タイガースの 

公式戦での “冠協賛” についてご紹介いたします。 
 

来場者へのファンサービスにご協賛いただくとともに、貴社のイメージアップ 
宣伝、販促活動などにお役にたてる企画となっております。 

 
阪神タイガースは2015年で創設80周年をむかえ 

ますますの盛り上がりが期待できます。 
 

関西エリアのみならず、全国的にも注目度の高い 
“阪神タイガース”コンテンツを活用できる当企画を 
是非ともこの機会にご検討いただけると幸いです。 
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【“冠協賛”のご活用における効果】  

関西エリアでは、圧倒的に支持される阪神タイガースコンテンツを利用したＰＲ！ 
阪神タイガースブランドが加わることにより、さらなる認知の向上が期待できます！ 

また、“冠協賛”を核としたキャンペーン実施についても 
ご検討いただくことができますのでご相談ください。 
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好感度のアップ 

“スポーツ振興・地域貢献している企業” 
というイメージをアピールすることにより 

好感度のアップが期待できます。 

知名度のアップ 

貴社ご提供のノベルティなど、来場者への 
プレゼント実施等はさらなる知名度の 
アップにつながることが期待できます。 

購買意欲の促進 

冠協賛を活用した販売促進キャンペーン等を 
企画することにより、商品・サービスの売上増加に 

寄与することが期待できます。 

『冠協賛試合への招待チケットが当たる！』など、 
チケットを利用したキャンペーンの実施も 

ご検討いただけます。 

キャンペーンの実施 
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基本パッケージに“キャンペーン権”（商標利用） も含まれております。 
是非、冠協賛日を貴社プロモーションの大きな山場にご利用いただけ 
ますと幸いです。 
 

※チケットの購入におきましては、販売の状況によりご希望の席種・枚数を確保 
  できない場合もございます。予めご了承ください。（事前、ご確認お願いします） 
※特別イベント  “ウル虎の夏” 対象試合でのご協賛メニューについては詳細確定 
  次第ご案内させていただきます。 
※京セラＤでの主催試合にて開催される冠協賛については、別途お問い合わせ 
  ください。 

各メニューについての詳細は、Ｐ６以降をご確認ください 

【２０１５シーズン 冠協賛 メニュー –基本パッケージ～オプション-】  

No. ２０１５年度 冠協賛メニュー

① 冠呼称

②
メインビジョン＆アナウンス
による冠告知

③ 球団公式サイトでの紹介

④ 横断幕掲出

⑤ のぼり設置

⑥ 場内ポスター掲出

⑦ メインビジョンＣＭ放映

⑧ ライナービジョン告知

⑨ 企業キャラクター紹介

⑩
ヒーローインタビュー時の
メインビジョンでの冠告知
　＜※勝利時のみ実施＞

⑪ 入場門サンプリング

⑫ 商標利用

⑬ 始球式

⑭ 贈呈式

⑮ イニング間イベント

基
本
パ

ッ
ケ
ー

ジ

告
知

貴社名や商品名等をつけた冠試合タイトルの命名

貴社の協賛であることを告知する“冠協賛ビジュアル”を
メインビジョンに表示し、アナウンスでも告知

協賛日での実施概要について事前に告知

広
告
・
露
出

球場外正面へ、冠試合タイトルをデザインした横断幕を掲出
＜1箇所/1面＞
※デザインデータご支給願います。※制作･作業料は協賛料金に含まれます。

球場周辺へ“のぼり”を設置＜20本＞
※のぼり旗はご支給願います ※別途料金にて弊社での制作も可能です。

球場内ポスター枠へＢ１ポスターを掲出＜15枚＞
※ポスターご支給願います。　※別途料金にて弊社での制作も可能です。

メインビジョンでのＣＭ放映＜30秒×2チャンス＞
※放送素材はご支給願います。

企業ロゴやテキストを利用した告知
＜イニング間＞30秒×2チャンス(横スライドや縦スクロール可)
＜イニング中＞2チャンス(静止画のみ可)
※ロゴ等のデータのご支給願います。

貴社マスコット等をイニング間にグラウンドでＰＲ
※実施内容、登場タイミング、場所等は要相談となります。

勝利時のヒーローインタビューの様子を写すメインビジョン下部
へ冠試合タイトルを帯表示
※横断幕データのリサイズとなります。

種別 阪神タイガース主催公式戦　-甲子園球場開催分-

販
促

【必須項目】
来場者への貴社製品やノベルティ、タイガースとのコラボ景品の
サンプリング

⑮イニング間イベントの参加権や観戦チケット、タイガース
グッズプレゼント、スタジアムツアーの参加等を景品とした販促
キャンペーンの実施
＜キャンペーン期間：最大1ヵ月間、店舗数制限等 諸条件あり＞
※観戦チケット、タイガースグッズ、ツアー参加券は別途購入願います
※スタジアムツアーの実施日についてはご希望の日程に沿えない場合が
　 ございます（要事前調整）

イ
ベ
ン
ト
参
加

貴社の代表者として実施
※参加権のキャンペーン利用不可

貴社の代表者として両チームの代表へ贈呈
※参加権のキャンペーン利用不可

2015年のグラウンドイベント内容については現在検討中です。
確定次第、ご案内させて頂きます。
＜例：2014年度実施＞
3回裏終了時に行われるお子様限定グラウンドイベント
 “キッズハッスルタイム” の参加権のキャンペーン利用
※インナーでのご利用も可

キャンペーン利用可能

RENEW

キャンペーン利用可能

No. ２０１５年度 冠協賛メニュー

⑯ ご招待席

⑰ マスコットとの記念撮影

⑱ 記念撮影 on グラウンド

PRブースの設置

場内B1ポスター掲出
　(追加掲出)

メインビジョン CM放送
　(追加放映)

ライナービジョン告知
　(追加告知)

種別 阪神タイガース主催公式戦　-甲子園球場開催分-

基
本
パ

ッ
ケ
ー

ジ

ホ
ス
ピ
タ
リ
テ

ィ

バックネット裏ご招待席　＜4席＞
※ご招待席には、プレミアムラウンジ利用権(4名様分)も含まれます。

（試合前）球場内のインタビューバックパネル前での
阪神タイガースマスコットと記念撮影
※撮影時間の指定がございます。

試合終了後の興奮冷めやらぬグラウンドで記念撮影＜4名様まで＞
※選手のサイン、記念撮影などはございません。
※ご参加される方の過度の飲酒はお控え下さい。
※グラウンドへの入場に関する諸注意につきましては別途ご説明させて頂きます。
※天候、グラウンド状況により実施できない場合がございます。

【1チャンス】\200,000-/30秒・税別

【1チャンス】\200,000-/30秒・税別

(

別
途
追
加
料
金
必
要

)

オ
プ
シ

ョ
ン

観戦チケット
(協賛社企画用)

・協賛日の1・3塁アルプス席を事前にご購入いただけます。
　※ご希望枚数を確認し調整

　　（ご希望にそえない場合がございます。ご了承ください。）

・券面への金額記載の有無が選択できます。
　※招待券扱いとした場合は、個人での払戻しはできません

・＜1塁・3塁アルプス席/販売料金について＞
　土日祝及び巨人戦、その他特別日は定価販売となります。
　それ以外の日程については、枚数に応じてお得な団体料金を
　適用させて頂きます。詳しくはお問い合わせください。

その他、ご招待券として大量枚数(3塁アルプス席：1,000枚～)を
特別価格にてご購入いただけるプランもございます。

詳しくはお問い合わせください。（指定日あり）

球場外ミズノスクエアでのイベント実施
【平日】　\150,000-/日・税別
【土･日･祝及び巨人戦】　\200,000-/日・税別

【1試合】\21,000-/1枠15枚・税別
※最大追加枠：2枠まで

NEW

RENEW

NEW



【２０１５シーズン ご協賛料金 （阪神甲子園球場）】  

ファンサービス品のご提供 
（貴社商品や試供品、販促ツール 等） 

＋ 

２０１５年度 ご協賛基本料金 

※上記料金には、基本パッケージ内の“横断幕”の制作･作業料 
 及びビジョンＣＭのデータ変換料が含まれます。 
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ランク 対象 協賛料金(税別) 

【 ＡＡＡ 】  
プレミアム日程 

 ・巨人戦 
 ・夏休み期間の土日祝日 

３，５００，０００円 

【 ＡＡ 】 
スペシャル日程 

 ・土日祝日 ３，０００，０００円 

【 Ａ 】  

レギュラー日程 
 ・平 日 ２，５００，０００円 

◆セ・パ交流戦(5/26～6/18 ※予備日含む)では、お得な（400万 or 350万） 
  企画商品 “３連戦パック”を販売いたします。料金、メリットについては次ページ参照ください。 
 
◆夏の特別イベント “ウル虎の夏”(7/24～7/26・7/31～8/2)では、冠協賛に加え、キャンペーンにご利用 
  いただける対象試合のご招待券とオリジナルジャージ(試合当日に来場者へ配布されるものと同様)がセットになった 
  スペシャル企画（350万 or 300万）をご用意いたします。詳細が確定いたしましたらご案内させて頂きます。 



【２０１５シーズン 主催試合 日程別ご協賛料金 （阪神甲子園球場）】  5 

※2015.1.26現在の発表日程です。試合開始時間は、追ってご案内させて頂きます。 
※本企画書の冠協賛の販売対象試合は、阪神甲子園球場で行われる試合のみとなります。 
  京セラドームでの主催試合への冠協賛については、別途、お問い合わせください。 
※売り止め日程以外にも、興行上の都合により販売不可となる場合がございます。あらかじめご了承ください。 
※7/24～8/2の間を対象とした『ウル虎の夏』では、当資料に記載のご協賛内容と異なる部分がございます。 
  詳細確定次第、ご案内させて頂きます。 

冠協賛（基本） ＜計55試合＞ 

日程ランク 協賛料金(税別) 

【 ＡＡＡ 】 計12試合 
 ・巨人戦 
 ・夏休み期間の土日祝日 

3,500,000円 

【 ＡＡ 】  計17試合 
 ・土日祝日 

3,000,000円 

【 Ａ 】   計17試合 
 ・平 日 

2,500,000円 

ウル虎の夏 ＜計6試合＞ 

日程ランク 協賛料金(税別) 

【ＡＡ】 
 ・7/25(土) ・7/26(日) 対 DeNA 
 ・8/ 1(土) ・8/ 2(日) 対 ヤクルト 

3,500,000円 

【Ａ】 
・7/24(金) 対 DeNA 
・7/31(金) 対 ヤクルト 

3,000,000円 

 ＜ウル虎の夏企画冠 特別メリット＞ 
  対象となる6試合での冠協賛には、通常の冠協賛メリットに加え 
   ・3塁アルプス招待券×100枚 
   ・ウル虎2015の夏オリジナルジャージ×100着 
  が特別メリットとしてさらに付加されます。 
  （その他期間中の協賛社紹介等の露出もあり） 

※交流戦3連戦パックについては次ページ参照 

月 日 曜

/27 （金） 京セラ ﾅｲﾀｰ No SALE

/28 （土） 京セラ ﾃﾞｰ ＡＡ

/29 （日） 京セラ ﾃﾞｰ ＡＡ

/7 （火） 甲子園 ﾅｲﾀｰ Ａ

/8 （水） 甲子園 ﾅｲﾀｰ Ａ

/9 （木） 甲子園 ﾅｲﾀｰ Ａ

/10 （金） 甲子園 ﾅｲﾀｰ Ａ

/11 （土） 甲子園 ﾃﾞｰ ＡＡ

/12 （日） 甲子園 ﾃﾞｰ ＡＡ

/17 （金） 甲子園 ﾅｲﾀｰ ＡＡＡ

/18 （土） 甲子園 ﾃﾞｰ ＡＡＡ

/19 （日） 甲子園 ﾃﾞｰ ＡＡＡ

/28 （火） 甲子園 ﾅｲﾀｰ Ａ

/29 （水） 甲子園 ﾅｲﾀｰ ＡＡ

/30 （木） 甲子園 ﾅｲﾀｰ Ａ

/4 （月） 甲子園 ﾃﾞｰ ＡＡ

/5 （火） 甲子園 ﾃﾞｰ ＡＡ

/6 （水） 甲子園 ﾃﾞｰ ＡＡ

/8 （金） 甲子園 ﾅｲﾀｰ Ａ

/9 （土） 甲子園 ﾃﾞｰ ＡＡ

/10 （日） 甲子園 ﾃﾞｰ ＡＡ

/19 （火） 甲子園 ﾅｲﾀｰ ＡＡＡ

/20 （水） 甲子園 ﾅｲﾀｰ ＡＡＡ

/21 （木） 甲子園 ﾅｲﾀｰ ＡＡＡ

/26 （火） 甲子園 ﾅｲﾀｰ

/27 （水） 甲子園 ﾅｲﾀｰ

/28 （木） 甲子園 ﾅｲﾀｰ

協賛料金
ランク

日程
対戦 場所

ﾅｲﾀｰ
or
デー

Ａ
〈3連戦P〉

中日

DeNA

広島

巨人

ヤクルト

中日

広島

巨人

楽天

3

4

5

月 日 曜

/2 （火） 甲子園 ﾅｲﾀｰ

/3 （水） 甲子園 ﾅｲﾀｰ

/4 （木） 甲子園 ﾅｲﾀｰ

/5 （金） 甲子園 ﾅｲﾀｰ

/6 （土） 甲子園 ﾃﾞｰ

/7 （日） 甲子園 ﾃﾞｰ

/20 （土） 甲子園 ﾃﾞｰ ＡＡ

/21 （日） 甲子園 ﾃﾞｰ ＡＡ

/26 （金） 甲子園 ﾅｲﾀｰ Ａ

/27 （土） 甲子園 ﾃﾞｰ ＡＡ

/28 （日） 甲子園 ﾃﾞｰ ＡＡ

/7 （火） 中日 倉敷 ﾅｲﾀｰ －

/8 （水） 甲子園 ﾅｲﾀｰ Ａ

/9 （木） 甲子園 ﾅｲﾀｰ Ａ

/14 （火） 甲子園 ﾅｲﾀｰ Ａ

/15 （水） 甲子園 ﾅｲﾀｰ Ａ

/20 （月） 甲子園 ﾅｲﾀｰ ＡＡＡ

/21 （火） 甲子園 ﾅｲﾀｰ ＡＡＡ

/22 （水） 甲子園 ﾅｲﾀｰ ＡＡＡ

/24 （金） 甲子園 ﾅｲﾀｰ
Ａ

＜ｳﾙ虎＞

/25 （土） 甲子園 ﾅｲﾀｰ
ＡＡ

＜ｳﾙ虎＞

/26 （日） 甲子園 ﾅｲﾀｰ
ＡＡ

＜ｳﾙ虎＞

/31 （金） 甲子園 ﾅｲﾀｰ
Ａ

＜ｳﾙ虎＞

/1 （土） 甲子園 ﾅｲﾀｰ
ＡＡ

＜ｳﾙ虎＞

/2 （日） 甲子園 ﾅｲﾀｰ
ＡＡ

＜ｳﾙ虎＞

協賛料金
ランク

日程
対戦 場所

ﾅｲﾀｰ
or
デー

Ａ
〈3連戦P〉

ＡＡ
〈3連戦P〉

ロッテ

日本ハム

6

7

8

ヤクルト

DeNA

中日

広島

巨人

DeNA

ヤクルト

月 日 曜

/11 （火） 京セラ ﾅｲﾀｰ Ａ

/12 （水） 京セラ ﾅｲﾀｰ Ａ

/13 （木） 京セラ ﾅｲﾀｰ Ａ

/21 （金） 京セラ ﾅｲﾀｰ Ａ

/22 （土） 京セラ ﾃﾞｰ ＡＡ

/23 （日） 京セラ ﾃﾞｰ ＡＡ

/28 （金） 甲子園 ﾅｲﾀｰ Ａ

/29 （土） 甲子園 ﾅｲﾀｰ ＡＡ

/30 （日） 甲子園 ﾅｲﾀｰ ＡＡ

/1 （火） 甲子園 ﾅｲﾀｰ Ａ

/2 （水） 甲子園 ﾅｲﾀｰ Ａ

/3 （木） 甲子園 ﾅｲﾀｰ Ａ

/8 （火） 甲子園 ﾅｲﾀｰ ＡＡＡ

/9 （水） 甲子園 ﾅｲﾀｰ ＡＡＡ

/10 （木） 甲子園 ﾅｲﾀｰ ＡＡＡ

/12 （土） 甲子園 ﾃﾞｰ ＡＡ

/13 （日） 甲子園 ﾃﾞｰ ＡＡ

/15 （火） 中日 甲子園 ﾅｲﾀｰ Ａ

/20 （日） 甲子園 ﾅｲﾀｰ ＡＡ

/21 （月） 甲子園 ﾃﾞｰ No SALE

ヤクルト

広島

巨人

広島

ヤクルト
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8

中日

DeNA

日程
対戦 場所

ﾅｲﾀｰ
or
デー

協賛料金
ランク



２０１５年は、１８試合制となる交流戦。＜２０１４年は、２４試合制（２連戦）＞ 
阪神甲子園球場での開催は、３カード×３試合で開催されます。 
 

２０１５年の交流戦での冠協賛は、３連戦パックとして販売をさせて頂きます。 
１カード（３連戦）まるごと露出していただき、しかも、お得な料金で貴社の 
ＰＲにご活用いただけます。 
※一部、ご協賛メリットが通常冠と異なります。 
※通常の1day協賛での販売も可能です。協賛料金についてはお問い合わせください。 

実施内容 No. 1/3試合目 2/3試合目 3/3試合目 

 ビジョン告知  ・冠告知・CF・メインビジョン・ライナービジョン ①②⑦⑧⑩ ○ ○ ○ 

 阪神タイガース公式サイト  ・冠実施告知 ③ 内容確定次第～シーズン終了 

 広告物の掲出  ・横断幕・B1・のぼり ④⑤⑥ ○ ○ ○ 

 ご招待券  ・来賓席のご利用 ⑯ 
○ 

<ご希望の場合> 
○ 

<ご希望の場合> 
○ 

<ご希望の場合> 

 ＦＳ品の提供  ・入場門サンプリング ⑪ 

○ ○ ○ 

 3試合の合計数量10,000個以上でお願いします。 
 （納品数量を3試合に等分程度にして配布いたします。）  

 商標利用  ・キャンペーンの実施 ⑫ ＜規模＞100店舗程度/1ヵ月内 

 セレモニー・イベント関連 

 ・企業キャラクター紹介 
 ・セレモニー（始球式、贈呈式） 
 ・イニング間イベント 
 ・マスコットとの記念撮影 

⑨⑬⑭ 
⑮⑰ 

 3連戦のうちのいずれかご希望の1試合（日程）で実施が可能です。 
 ※予定日が雨天等によるグラウンド不良、又は試合中止となった 
   場合は翌日（予備日）にて実施 

セ・パ交流戦特別プラン【２０１５年シーズン 交流戦“３連戦パック”】 5/26～6/7   ※予備日除く 

※セレモニー・イベント関連を実施する日程が雨天等により中止となった場合は、翌日に実施。 
（カードの1戦目〈又は2戦目〉にセレモニー・イベント関連の実施をおすすめします。） 
※セレモニー・イベント関連を実施する日程を除いた2日間の内の1日は、サービス掲出日といたします。 
 （上記サービス掲出日が雨天等の都合により試合が中止となった場合、減額等の対応はございません。） 

交流戦 3連戦パック 

日程ランク 協賛料金(税別) 

【ＡＡ】 
・6/ 5(金)～6/ 7(日) 対 日本ハム 

4,000,000円 

【Ａ】 
・5/26(火)～5/28(木) 対 楽天 
・6/ 2(火)～6/ 4(木) 対 ロッテ 

3,500,000円 
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＜スポンサー規制＞ 以下のスポンサー規制がございます。あらかじめご了承ください。 
 

●セ・パ交流戦の全体スポンサーである「日本生命保険相互会社」と競合する企業への販売はできません。（生保、損保、その他保険関連業務を扱う企業） 

●チケットキャンペーンの実施の場合は、協賛対象試合の3戦のうちから1戦のみ可能です。（(他球団を含め)複数の試合のチケットを活用してのキャンペーンはできません） 

●同一企業でのご協賛は、最大1カード迄となります。（2カード又は、阪神甲子園球場で開催される交流戦すべてのご協賛はできません。） 



 “冠協賛” 商品紹介  “冠協賛” 商品紹介 



原則、以下の制限内で試合名を付けることができます。 

その他のご希望についてはご相談ください。 

貴社名、商品（サービス）名を冠とした試合名をつけることができます。 
冠名をつけることにより知名度･イメージの向上につながります。 
 

冠呼称・メインビジョン＆アナウンスでの冠告知 

ご協賛日での展開内容を、阪神タイガース公式サイト(PC版)で 
事前にご紹介いたします。 
 

球団公式サイトでの紹介 

貴社名 or 
商品名 

（ｷｬﾗｸﾀｰ名） 

ナイター 
デー 

  ゲーム 等 

※掲載内容は、事前に審査・確認が必要です。 

【冠協賛 商品紹介】 ①②-③  

【主な記載事項】 
●冠協賛タイトル 
●実施日 
●実施概要 
 ・スポンサー紹介 
 ・入場門で配布される 
               ファンサービス品 
 ・スポンサーイベント 
                 他 

冠協賛タイトルを、試合開始前やイニング間に、メインビジョンと 

アナウンスにて告知いたします。 

※試合前：1チャンス、イニング間：1チャンスの 計2回 を最低保障 

●“冠協賛告知” 基本アナウンス   
 『お客様にお知らせいたします。  
 本日の対**戦は 『●●●●協賛 “●●●ナイター（デー）”として 
 行われます（行われています）。』 
    ※赤字部分がスポンサー様により変わります。 
      コピーなど入れる場合はご相談ください。 
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冠協賛名入りの横断幕や、のぼり、B1ポスターを球場内外に掲出。 
 ※ポスター、のぼり  は、ご支給願います。 

 

横断幕掲出・のぼり設置・場内ポスター掲出 

阪神甲子園駅から阪神甲子園球場を直線で結ぶ球場正面へ 
貴社ご協賛の “冠ナイター” である証を横断幕で掲示 

＜横断幕×１面（H880×W6,570㍉）＞ 

球場外周囲へ 
＜のぼり×２０本＞ 
（H1,800×W600㍉） 

球場内コンコース、入口付近他へ 
＜Ｂ１×１５枚＞ 

【冠協賛 商品紹介】④⑤⑥-⑦⑧  

 
 
 
メインビジョンでのCM放映と、ライナービジョンによる告知で、 
貴社名や商品（サービス）の案内など、場内全体に向けてＰＲを 
行います。 

メインビジョンCM放映・ライナービジョン告知 

イニング間にCMを放映 （30秒×2チャンス） 

※CM素材はご支給願います。〈入稿媒体：HDカム〉  

メインビジョンＣＭ放映 
（オーロラビジョン） 

イニング間及び、イニング中に貴社名、ロゴ、商品名などを放映。 
・イニング間：30秒×2チャンス （スクロール動画 or 静止画） 
・イニング中：2チャンス （静止画のみ可） 

※ロゴ等はご支給願います。〈イラストレータ、フォトショップ 等〉 

ライナービジョン告知 
（リボン状LEDボード） 

ライナービジョン 
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メインビジョン 



【冠協賛 商品紹介】⑨-⑩  

試合前や試合中（イニング間）のグラウンドでキャラクターや 
マスコット、イメージタレントのＰＲが行えます。 
 ※実施内容、登場タイミング、場所 等については要相談となります。 

企業キャラクター・マスコット紹介 

阪神タイガース勝利時に行われる ヒーローインタビューの際、 
来場者が注目するメインビジョン下部へ、冠タイトルを表示いたします。 
  ※阪神タイガース勝利時のみ実施となります。 

ヒーローインタビュー時 メインビジョン告知 
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※横断幕のデザインを リサイズして画像下部に表示 



来場者へのファンサービスとして、各入場門で貴社製品や、阪神タイガースとのオリジナルコラボノベルティ等のサンプリングを実施して 
いただきます。プレゼントの方法は “全員プレゼント” “先着プレゼント” “抽選商品プレゼント” など選択が可能です。 
 ※ファンサービス品のご提供は本企画の必須項目です。※事前ご相談ください。 

入場門サンプリング 

開門時に各入場門にて先着プレゼント配布 
 ※配布品はスポンサー様からのご提供となります。 
 ※阪神タイガースとのオリジナルグッズの製作についてはご相談ください。 

抽選商品プレゼント 

＜当選発表について＞ 
当選ナンバー発表は、原則パッケージ内の 
CM枠でメインビジョン及びアナウンスにて 
当選告知を行っていただきます。 

先着プレゼント 
    

※抽選カード等の製作は別途料金が 
 必要となります。 
 デザイン等についてはご相談ください。 

入場門での配布品が高額なものとなる場合は、開門時に抽選カード等 
（貴社広告掲載あり）を配布し、『限定***名様に抽選で当たる！』など、 
抽選でのプレゼントを実施していただくことも可能です。 

【ファンサービス品(配布品)について】 
 

・配布可能なものは下記のいずれかとなります。 
 ａ）貴社製品 
 ｂ）阪神タイガースオリジナルグッズ（スポンサー広告入り） 
   貴社にてご提供いただけるノベルティ製品をお持ちでない場合は、 
    阪神タイガースとコラボレーションしたオリジナルグッズ 
    （下敷き、うちわ、クリアファイル、ノート類 等)を制作することも可能です。 
    オリジナルグッズはプレミア感の演出に有効です。 
     ※制作費が別途必要です。  
     ※オリジナルコラボグッズは、冠協賛当日のみ使用が可能です。 
 
 
 
 
 
 

 
・サンプリング品の個数目安 10,000個～ 

       【品目の審査について】 
 

※ご提供いただくノベルティ製品は、事前審査により配布ができないと 
  判断された場合は変更していただきます。ご了承ください。 
 

＜ＮＧ例＞※試合進行の妨げになると判断されるものは不可 
・カン･ビン類等、場内への持ち込みが禁止されているもの 
・賞味期限の短いもの（1週間以内）や、要冷蔵のもの 
・ステッカー、円盤型のうちわ、発光したりするもの（LEDライト等）  
・球場内で販売しているもの（惣菜、菓子、飲料 など） 

【冠協賛 商品紹介】⑪  

オリジナルコラボグッズ 

※うちわ片面には、 
  貴社広告を掲載 
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【冠協賛 商品紹介】⑫  

 
冠協賛でのイニング間イベントの参加権や当日の観戦チケット、タイガースグッズプレゼントや、阪神甲子園球場のスタジアムツアーの 
参加等を景品とした販促キャンペーンを実施していただけます。 
 ・キャンペーン期間：最大1ヵ月間、 
 ・規模：店頭キャンペーンの場合は100店舗程度 
   ※事前にキャンペーン概要をご提出していただき、審査が必要となります。 
 
 注）テレビ・ラジオを活用してのキャンペーンについては別途料金が必要となります。 
   ※観戦チケット、タイガースグッズ、ツアー参加券は別途ご購入願います。 
   ※スタジアムツアーの実施日については、ご希望の日程に沿えない場合がございます。（要事前調整） 

商標利用 

◇阪神タイガース商標一例 
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◇阪神甲子園球場（歴史館）スタジアムツアーイメージ 
                                               及び 阪神甲子園球場 商標一例 

キャンペーン 
利用可能！ 



ご希望により、冠協賛試合を記念して試合開始直前に実施される 
始球式で貴社代表に投球していただくことができます。 
（ご代表者1名）注目度も高くＰＲ効果が期待できます。 
 

始球式の実施 

※雨天等の影響により試合開始が遅延となった際は、実施できない場合が 
  ございます。ご了承願います。 
※都合により１stピッチングイベントへ変更となる場合がございます。 
  ご了承願います。 

【冠協賛 商品紹介】⑬-⑭  

ご希望により、貴社製品を両軍代表選手に送る贈呈式を実施して 
いただけます。貴社代表のプレゼンテーターとしてご代表者2名様 
までご出席いただけます。 
 

贈呈式の実施 

※雨天等の影響により試合開始が遅延となった際は、実施できない場合が 
  ございます。ご了承願います。 
※両球団への贈呈品については貴社よりご提供願います。(要事前審査) 
※両球団の代表選手については、当日決定となります。 

 “１stピッチングイベント”とは 

試合開始“直前”に行われる始球式とは異なり、 
試合開始“前”に「イベント」という位置づけで行う 

投球デモンストレーションです。 

13 

始球式の様子は、 
オーロラビジョンでも放映！ 



※ イメージ：バックネット裏ビュー 

４名様分のプレミアムラウンジ利用権付き招待席（バックネット裏） 
をご提供いたします。 
 ※プレミアムラウンジ：年間予約席ご購入の一部の方のみ限定でご利用できる 
   VIPラウンジです。バラエティ豊かなお料理とアルコールを含めたドリンクが 
   オールフリーで楽しめます。ご利用詳細については別途ご案内いたします。 

招待席でのご観戦 

バックネット裏は選手のプレーを間近で見れる 
最高の場所のひとつです。 
臨場感にあふれ、きっと、招待者もご満足いた 
だけることと思います。 

ご招待席（予定） 

【冠協賛 商品紹介】⑮-⑯  14 

参加権を貴社の販促キャンペーンにご利用いただけるイニング間 
グラウンドイベントに提供いただけます。 
また、イベント参加者には貴社商品等をプレゼントしていただき、 
その際にメインビジョンにて商品訴求を行うことも可能です。 
 
 ※2015年のグラウンドイベン内容については現在検討中です。 
   確定次第、ご案内させて頂きます。 
 ※参加者へのプレゼント品は、タイガースグッズ等を別途ご購入いただく 
   ことも可能です。 
 ※雨天等の影響によりグラウンドコンディションが不良となった際は、 
   イベントを実施できない場合がございます。あらかじめご了承願います。 

インニング間イベント 

 
・名  称 ： キッズ・ハッスルタイム 
・実  施 ： 3回裏終了時（約35秒間）、1塁アイビー席前 人工芝付近 
・種  目 ： 参加者と阪神タイガースマスコットとの対戦形式30m走 
        ※ご相談のうえ、参加者の年齢を考慮し決定 

・露  出 ： イベントタイトルにご提供スポンサーとして貴社名を追加 
        ＜例＞●●●提供 キッズ・ハッスルタイム！ 
・参加者 ： 計3名 ※4～12歳のお子様限定 
・参加賞 ： 貴社よりご提供 ※提供賞品をメインビジョンでの露出しＰＲ 
・備  考 ： イベント参加者用としてペア入場券をご用意いたします。 

       ※座席は、1塁アルプス席を予定しておりますが、お申込みの 
          タイミングにより別席となる場合がございます。 

キャンペーン 
利用可能！ 

 ＜参考＞2014年イベント概要 

プレミアムラウンジへは、スタンドから専用 

エントランスよりご入場いただけます。 



【冠協賛 商品紹介】⑰-⑱ 

試合前に球場内通路にあるインタビューバックパネル前で、 
阪神タイガースマスコットとの記念撮影ができます。 
 ※マスコットは、トラッキー、ラッキーを予定 
  （キー太の登場は原則ございません） 
 ※撮影時間の指定がございます。 

マスコットとの記念撮影 
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試合終了後の興奮冷めやらぬグラウンドで記念撮影が行えます。 
 

 ※参加対象は、バックネット裏のご招待席をご利用される最大4名様となります。 
 ※撮影場所の指定がございます。 
 ※選手との記念撮影や、サインはございません。 
 ※過度のご飲酒をされている場合は、ご参加いただけません。 
 ※天候、グラウンド状況により実施できない場合がございます。 
   あらかじめご了承のほどお願いいたします。 
  

グラウンドへの入場にあたっての諸注意については 
別途、ご説明させて頂きます。 

記念撮影 on グラウンド 

＜参考＞スケジュール  （タイガース勝利時の場合） 

撮影エリア 

※試合進行及びグラウンド状況等により変更となる場合がございます。 

グラウンド上 スポンサー（4名様） 

選手がマウンド上にてハイタッチ 

お席にてご観戦 
  
 ※スタッフがお迎えにあがります。 
    お待ちください。 

監督・コーチが選手をお出迎え 

１塁ライン沿いにて整列、挨拶 

ヒーローインタビュー選手待ち 

ヒーロー選手登場 

ヒーローインタビュー 

ヒーローインタビュー終了 
→六甲おろし・ビクトリーラン→選手降車 

六甲おろし （3番まで）  
グラウンドへ移動 → 待機 
（スタッフが誘導させて頂きます。） 

グラウンド整備開始 記念撮影 

グラウンド整備中 お席へお戻り 



【冠協賛 商品紹介】  

 
 
様々なご要望にお応えするため、以下のオプションをご用意。 
観戦チケットやＰＲブースの設置、さらなる露出増をご希望の場合はご検討ください。 
 ※下記以外のご希望の場合もご相談ください。 
 ※詳細については、弊社営業担当までご連絡ください。 
 

その他：オプション ※別途追加料金必要 

観戦チケット 
(協賛社企画用) 

 協賛日の内野(1・3塁)アルプス席を事前にご購入いただけます。 
  ※ご希望枚数を確認し調整（ご希望にそえない場合がございます。ご了承ください。） 
 券面への金額記載の有無が選択できます。 
  ※招待券扱いとした場合は、個人での払戻しはできません 
 
＜1塁・3塁アルプス席/販売料金について＞ 
 土日祝及び巨人戦は定価販売となります。それ以外については、枚数に応じてお得な団体料金を適用させて 
 頂きます。詳しくはお問い合わせください。 

   その他、ご招待券として大量枚数(1,000枚～)を特別価格にてご購入いただけるプランも 
   ございます。詳しくはお問い合わせください。（指定日あり） 
   ※招待券仕様の為、雨天等により試合が中止となった場合は個人での払戻しはできません。 

PRブースの設置 
 球場外ミズノスクエアでのイベント実施 
  【平日】 ¥150,000-/日 (税別) 
  【土･日･祝及び巨人戦】 ¥200,000-/日 (税別) 

場内B1ポスター掲出 
 (追加掲出) 

 １試合：¥21,000-/1枠15枚 (税別) 
  ※最大追加枠：2枠まで  ※追加作業料はサービス 

メインビジョンCM放映 
 (追加放映) 

 【1チャンス】¥200,000-/30秒 (税別) 

ライナービジョン告知 
 (追加告知) 

 【1チャンス】¥200,000-/30秒 (税別) 

16 



開門後 又は 試合成立前に中止（5回以前に終了）となった場合 
  

協賛料金の一部を実施の度合いに応じてご請求させていただきます。 
 ※ご請求料金については協議のうえ、決定とさせていただきます。 

試合成立前 

の中止 

販売可能日（スペース状況）については、事前に担当者へお問い合わせください。 
販売 

システム 
（受付） 

【販売システム 他】  

正式申込後の、スポンサー様都合によるキャンセルは、お受けできません。 キャンセル 

天候等の都合により中止となった場合の代替え実施日については、都度調整となります。 
 

 ※候補日を弊社よりご提案させていただきます。 
  （販売状況によっては、ご希望に沿う日程をご用意できない場合がございます。ご了承ください。） 

代替え実施 

・関係者エリアに入館する為のスタッフＩＤの発行については、原則１０名様分までと 
 させていただきます。 
・開催日の２週間前には全ての実施事項及び内容の決定が必要となります。 

その他 

17 

開門前に中止となった場合（冠当日のプロモーションが一切実施できなかった場合） 
  

 ※次ページの『雨天等による試合中止の際の対応について』をご確認ください。 

開門前 

の中止 



 
 
 

天候等の都合により試合が中止となった場合には、一部の費用のみご請求の対象となります。 
 

 
 ※すでに実施いただいているキャンペーン料金 及び、広告物の制作にかかる実費についてはご請求対象となります。 
 ※別日での実施をご検討いただける場合は、代替え実施日を弊社よりご提案させていただきます。 
 ※“ウル虎の夏”期間での冠協賛は、別途精算方法となります。 

  
 
    
 

 
 
 
 

項 目 

非請求対象 請求対象 

備 考 
ＡＡＡ 
日程 

ＡＡ 
日程 

Ａ 
日程 

ＡＡＡ 
日程 

ＡＡ 
日程 

Ａ 
日程 

キャンペーン料金  １，０８０,０００円 ５４０，０００円 

冠協賛料金 2,376,000円 1,836,000円 ３２４,０００円 
球場正面に掲出される横断幕 
の制作･作業料は実費請求させて 
頂きます。 

合 計 2,376,000円 1,836,000円 １，４０４，０００円 ８６４，０００円 

【雨天等による試合中止の際の対応について：通常冠協賛の場合】 18 

【通常日での冠協賛の場合】 



19 【参考資料：２０１４年 公式戦入場者数比較】  

阪神甲子園球場でのプロ野球 

公式戦の平均入場者数は、 
 

約３．９万人！ 
 

関西圏では、強大な集客パワーを 

もつコンテンツの一つである 

阪神タイガースと阪神甲子園球場を 

活用したプロモーションは貴社の 

販促活動などに大きく役立てる 

ものと期待しております。 

東京ドーム 44,965人 97.8% 46,000人 63試合 494,620 538,335 363,085 402,354 674,090 360,320 2,832,804人

福岡 ヤフオク!ドーム 34,644人 89.8% 38,561人 67試合 423,080 351,930 252,179 434,826 374,668 484,484 2,321,167人

ナゴヤドーム 28,958人 71.5% 40,500人 67試合 395,040 384,581 215,179 290,567 361,706 293,106 1,940,179人

札幌ドーム 27,300人 67.4% 40,476人 58試合 263,759 281,580 258,409 123,624 294,240 361,812 1,583,424人

MAZDA Zoom-Zoom
          スタジアム広島

27,235人 82.5% 33,000人 68試合 287,486 261,701 206,940 336,067 336,838 422,949 1,851,981人

西武ドーム 20,948人 61.8% 33,921人 69試合 235,160 204,099 252,589 248,768 225,774 279,036 1,445,426人

京セラドーム大阪 23,707人 65.6% 36,146人 57試合 220,477 259,942 161,905 214,015 270,682 224,280 1,351,301人

QVCマリンフィールド 16,999人 56.5% 30,082人 72試合 189,043 244,424 194,622 146,302 205,017 244,507 1,223,915人

ほっともっとフィールド神戸 22,657人 64.7% 35,000人 14試合 63,525 101,636 0 69,666 52,917 29,457 317,201人

明治神宮野球場 20,524人 59.4% 34,572人 69試合 242,466 243,783 128,852 240,557 222,380 338,143 1,416,181人

横浜スタジアム 22,233人 74.0% 30,039人 66試合 269,179 158,560 209,529 108,292 376,089 345,723 1,467,372人

楽天Koboスタジアム宮城 20,105人 78.2% 25,723人 67試合 249,902 210,008 153,623 193,549 231,284 308,695 1,347,061人

3,771,871人 3,667,687人 2,829,079人 3,166,158人 3,791,995人 4,271,726人 21,498,516人

24,653人 27,371人 27,736人 26,606人 28,727人 26,866人 ー

153試合 134試合 102試合 119試合 132試合 159試合 799試合

※入場人員は、日本野球機構オフィシャルＨＰより抜粋。　※各球団のホームスタジアムでの主催試合のみの数値。（地方球場開催分の試合数及び入場人員は含まれておりません）

合計：月別入場人員

平均：総入場人員/月・1試合

月間総試合数

球場名
平均入場者数

/1試合
入場率
/1試合

最大収容
人数

総
試合数

3･4月 5月 6月 7月 8月 9・10月
プロ野球

総入場者数
3月甲子園球場

オープン戦5試合
高校野球“春”

入場者数
高校野球“夏”

入場者数
総合計

入場者数

阪神甲子園球場 38,718人 81.4% 47,541人 62試合 438,134 427,108 432,167 357,571 166,310 579,214 2,400,504人 49,782人 497,000人 853,000人 3,800,286

※参考（タイガース主催の阪神甲子園球場以外の試合）

球場名
平均入場者数

/1試合
入場率
/1試合

最大収容
人数

総
試合数

3･4月 5月 6月 7月 8月
各球場

総入場者数
総入場者数

京セラドーム大阪 28,784人 79.6% 36,146人 9試合 79,528 179,526 259,054人

倉敷マスカットスタジアム 30,035人 98.5% 30,494人 1試合 30,035 30,035人
289,089人

マツダオールスター2014

阪神甲子園球場（7/19）入場者数

45,361人

平均入場者数
/1試合

入場率
/1試合

最大収容
人数

総
試合数

10月11日 10月12日 総入場者数

クライマックスシリーズ
ファーストステージ 入場者数

46,768人 98.4% 47,541人 2試合 46,721 46,815 93,536人

平均入場者数
/1試合

入場率
/1試合

最大収容
人数

総
試合数

10月25日 10月26日 総入場者数

日本シリーズ 入場者数 45,276人 95.2% 47,541人 2試合 45,293 45,259 90,552人



希望順 希望申込み日程 備 考 

第一希望 ２０１５年    月    日（  ） 

第二希望 ２０１５年    月    日（  ） 

第三希望 ２０１５年    月    日（  ） 

広 告 主 

告知内容 

※お申込後の、スポンサー様都合によるキャンセルは、お受けできません。 

                     宛 
年    月    日 

●２０１５シーズン 冠協賛(阪神タイガース 公式戦 at 阪神甲子園球場） 

ご担当者名：             ㊞ 

電話番号 ： 

FAX 番号 ： 

貴 社 名  ： 

●必要事項をご記入の上、お申込みください。 

【２０１５シーズン 冠協賛のお申込み】  


