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team sponsor menu

高知ファイティングドッグス球団
■ 球団運営会社

株式会社 高知犬
〒780-8085 高知県高知市大谷公園町21-6
TEL：088 802 8725 FAX：088 813 0246
✉ info@fighting-dogs.jp HP http://kochi-fd.com/

球団のビジョン
１．球場が世界中のファンで活気に満ち溢れている
２．世界に "夢" "笑顔" "挑戦" を届けている

player

player

ユニフォーム胸部

ユニフォームパンツ

15,000,000円

3,000,000円

消費税別、制作費込

消費税別、制作費込

公式戦にて監督・コーチ・選手が着用するユニフォー
ムの胸部に、貴社名または貴社のロゴマークを表示
いたします。選手の活発な動きに合わせ、貴社の活
力あるイメージを、テレビ・新聞・イベントなどを通して
印象付けることができます。

公式戦で監督・コーチ・選手が着用するユニフォー
ムのパンツ（ベルトループ下）に貴社名または貴
社のロゴマークを表示いたします。選手ユニフォーム
パンツでひときわ輝きを見せます。
●招待券：300枚進呈
●サイズ：縦40mm×横140mm
●カラー：４色
●付随特典：①②③

●招待券1,500枚進呈
●サイズ：縦50mm×横140mm
●カラー：４色
●付随特典：①②③

キャップ

ユニフォーム袖部

ヘルメット

10,000,000円
消費税別、制作費込

公式戦にて監督・コーチ・選手が着用するユニフォー
ムの袖に、貴社名または貴社のロゴマークを表示いた
します。選手の活発な動きに合わせ、貴社の活力あ
るイメージを、テレビ・新聞・イベントなどを通して印象
付けることができます。
●招待券：1,000枚進呈
●サイズ：縦50mm×横140mm
●カラー：４色
●付随特典：①②③
特性選手のみの場合
監督 1,000,000円 ｺｰﾁ 750,000円 選手 500,000円
消費税別、制作費込

スポンサー様への付随特典
①スポンサーボードへの社名掲載
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②肖像権・商標権の使用

③オフィシャルWEBサイトへの社名掲載

3,000,000円

3,000,000円

消費税別、制作費込

消費税別、制作費込

公式戦で監督・コーチ・選手が着用するキャップに、貴社名
または貴社のロゴマークを表示いたします。貴社の活発なイ
メージを印象付けることができます。

公式戦で選手(バッター)・ランナーコーチが攻撃時に着用す
るヘルメットの側部に貴社ロゴマークを表示いたします。観客
が最も注目するバッターボックス内で、躍動的に輝きます。

●招待券300枚進呈
●サイズ：縦30mm×横80mm
●カラー４色 ●付随特典①②③

●招待券300枚進呈
●サイズ：要相談
●カラー４色 ●付随特典①②③

スポンサー様への付随特典
①スポンサーボードへの社名掲載

②肖像権・商標権の使用

③オフィシャルWEBサイトへの社名掲載
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player
練習用ウェア

stadium

練習用キャップ

外野横断幕

1,500,000円

18

消費税別、制作費込

500,000円

300,000円

消費税別、制作費込

消費税別、制作費込

監督・コーチ・選手が試合前のアップや練習等で着用するT
シャツです。胸または背中に貴社のロゴ等を入れてアピール
することができます。

監督・コーチ・選手が練習や公式戦試合前のアップや練習
等で着用するキャップに貴社名や貴社のロゴマークを表示い
たします。活発なイメージを印象付けることができます。

●招待券50枚進呈
●サイズ：縦60mm×横270mm以内
●カラー４色 ●付随特典①②③

●招待券30枚進呈
●サイズ：縦30mm×横80mm
●カラー４色 ●付随特典①②③

スタッフウェア

トレーナーウェア

ボールボーイウェア

高知ファイティングドッグスのホームゲーム開催時に、外
野フェンスに貴社の広告横断幕を１枚掲出いたします。
みどり一色の外野付近では、横断幕がアイキャッチとな
り、観客の目をひくことができ、貴社のロゴなどを強く印
象付けることができます。
●招待券150枚進呈
●サイズ：縦1,200mm×横6,000mm
●カラー：４色
●付随特典：①②③

ウェイティングサークル

1,500,000円
消費税別、制作費込

300,000円

300,000円

300,000円

消費税別、制作費込

消費税別、制作費込

消費税別、制作費込

高知ファイティングドッグスの球団スタッフが公
式戦で着用するＴシャツです。球場内でより
お客様と近い距離で接するスタッフが、背中・
腕に貴社のロゴ等を入れてアピールをします。

高知ファイティングドッグスのチームトレーナーが
公式戦や公式イベントで着用するユニフォーム
です。選手をケアするイメージに重ねた貴社の
印象をアピールします。

公式戦でボールボーイが着用するウェア。試合
中、ファールボールやバットの回収のために頻
繁に球場に登場するので、試合貢献度の高
いスポンサーという印象を与えることができます。

●招待券30枚進呈
●サイズ：縦60mm×横270mm以内
●カラー４色 ●付随特典①②③

●招待券30枚進呈
●サイズ：縦60mm×横270mm以内
●カラー４色 ●付随特典①②③

●招待券30枚進呈
●サイズ：60mm×横200mm以内
●カラー４色 ●付随特典①②③

スポンサー様への付随特典
①スポンサーボードへの社名掲載
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②肖像権・商標権の使用

③オフィシャルWEBサイトへの社名掲載

ホーム公式戦開催時に、ウェイティングサーク
ルに広告を掲載いたします。打順を待つバッ
ターと共に、球場内でもひときわ目立つ存在と
して、貴社ロゴを印象付けることができます。
●招待券150枚進呈
●サイズ：直径1,600mm
●カラー：４色
●付随特典：①②③

スポンサー様への付随特典
①スポンサーボードへの社名掲載

②肖像権・商標権の使用

③オフィシャルWEBサイトへの社名掲載
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stadium

stadium
入場口エアーアーチ

バックネット横断幕
1試合
5試合

ベンチ前ボード

BOX席

200,000円
600,000円

消費税別、制作費込

高知ファイティングドッグスのホームゲーム開催時
に、バックネットフェンスへ貴社の広告横断幕を１
枚掲出いたします。ライブ中継の中で横断幕がア
イキャッチとなり、視聴者の目をひくことができ、貴
社のロゴなどを強く印象付けることができます。
< 2021年実績 >

公式戦試合球

●招待券 1試合10枚、5試合30枚進呈
●サイズ：縦600mm×横2,300mm
●カラー：４色
●付随特典：①②③

インタビューボード

1箇所
600,000円
両サイド 1,000,000円
消費税別、制作費込

球場入口正面にエアーアーチを掲げます。試
合の開催を示すような大きなエアーアーチのイ
ンパクトは絶大で、来場者の目に入ることは必
須です。
●招待券 1箇所60枚、両サイド100枚進呈
●サイズ：要相談 ●カラー：要相談
●付随特典：①②③

500,000円

500,000円

消費税別、制作費込

消費税別、制作費込

観戦に来ている多くの来場者に貴社名・貴社
商品を広くアピールすることができるほか、メディ
ア露出度の高いエリアとされており、他社との
差別化を図ることが出来ます。
※球場により掲示場所が変わる可能性あり

バックネット裏のBOX観戦席のネーミングライツ
と、正面(グラウンド側)に横断幕を設置いたし
ます。また、１BOXが1シーズン完全貸切とな
ります。

●招待券50枚進呈
●サイズ：縦600mm×横1,000mm
●付随特典：①②③

客席上横断幕

●カラー：４色

BBQエリア横断幕

●招待券50枚進呈
●サイズ：縦100mm×横290mm
●付随特典：①②③

●カラー：４色

ビールブース前横断幕

1試合 100,000円
半期 1,500,000円
年間 2,200,000円
(1試合5ダース)
消費税別、制作費込

ホーム公式戦で使用する公式試合球の表面に貴社ロゴを
表示いたします。場内のお客様へファールボールはプレゼント
し、場内アナウンスでも、貴社名の読み上げますので、貴社
名を幅広く印象付けることができます。
●招待券 1試合10枚、半期150枚、年間220枚進呈
●サイズ：メーカーによる（都度確認）
●カラー：1色(黒のみ)
●付随特典：①②③

スポンサー様への付随特典
①スポンサーボードへの社名掲載
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②肖像権・商標権の使用

750,000円

500,000円

500,000円

500,000円

消費税別、制作費込

消費税別、制作費込

消費税別、制作費込

消費税別、制作費込

ヒーローインタビューや球団イベント時などに使用するインタ
ビューボード。貴社の活力あるイメージを、テレビ・新聞・イベ
ントなどを通して印象付けることができます。
●招待券75枚進呈
●サイズ：要相談 ●カラー：４色
●付随特典：①②③

③オフィシャルWEBサイトへの社名掲載

来場者が通るスタンド内の通路をの壁側の
ネットに貴社の社名・ロゴの入った横断幕を掲
示します。迫力ある広告が展開できます。
●招待券50枚進呈
●サイズ：縦1,200mm×横6,000mm
●カラー：４色
●付随特典：①②③

スポンサー様への付随特典
①スポンサーボードへの社名掲載

大好評バーベキューエリアのネーミングライツと3
塁側のバーベキューエリアに貴社名入りの横断
幕を設置いたします。また、オプションにて、貴
社名入りのチェアを8脚設置いたします。

1塁側のビールブース前に貴社名入りの横断
幕を設置いたします。ビール販売やグッズの販
売で常に賑わうブースで貴社の活気あるイメー
ジをPRします。

●招待券50枚進呈
●サイズ：縦1,200mm×横6,000mm
●カラー：４色
●付随特典：①②③

●招待券50枚進呈
●サイズ：縦1,200mm×横6,000mm
●カラー：４色
●付随特典：①②③

②肖像権・商標権の使用

③オフィシャルWEBサイトへの社名掲載
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stadium
試合告知看板

入場口エアーポール

event
客席前横断幕

冠協賛試合
土日祝

平日

1,000,000円
500,000円
消費税別、制作費込

500,000円

500,000円

300,000円

消費税別、制作費込

消費税別、制作費込

消費税別、制作費込

ホーム公式戦の入場口横に、試合当日の日
付・試合開始時刻を表示した看板を設置い
たします。お客様の来場の記念撮影ポイントと
なり、SNSなどに投稿されることによって、御社
名とロゴも広く拡散されます。
●招待券50枚進呈
●サイズ：要相談 ●カラー：４色
●付随特典：①②③

チケット

ホーム公式戦の入場口の横にエアーポールを
掲げます。入場口でのPR広告は、球場に来
たお客様の一番に目に付きます。お客様が必
ず通る場所なので幅広くPRされます。

観戦に来ている多くの来場者の正面を貴社の
社名・ロゴで華やかに飾ります。貴社名・貴社
商品を広くアピールすることができます。迫力あ
る広告展開ができます。

●招待券50枚進呈
●サイズ：要相談 ●カラー：４色
●付随特典：①②③

●招待券30枚進呈
●サイズ：縦600mm×横1,800mm
●付随特典：①②③

ビールカップ

スタンド通路ボード

ホーム公式戦の１試合を、貴社協賛の冠試合として開
催いたします。冠試合として各メディア媒体への露出を
図ることができるとともに、下記スポンサーメリットを貴社
商品の販売促進にお役立ていただけます。またオプショ
ンで様々な商品を付けることも可能です。（対象試合
の日程などにつきましては、調整をさせていただきま
す。）
●付随特典：①②③

●カラー：４色

サンプリングうちわ

サンプリング権

イニング間イベント
ホーム公式戦全試合で、１試合につき１イニ
ング間を利用したイベントを開催します。２０
１9年はプレゼント投げ込みタイムや、ハイボー
ルタイムでスタンドも大盛り上がり！アナウンス
での紹介もあり、貴社好感度アップにお役立
て頂けます。

ホームラン賞、MVP賞
奪三振賞、盗塁賞

300,000円

300,000円

150,000円

消費税別、制作費込

消費税別、制作費込

消費税別、制作費込

ホーム公式戦で使用するチケット全種類の表
面に、貴社のロゴや広告案内をデザインします。
チケットは入場者の大半が手にするため露出
度の高い媒体です。
●招待券30枚進呈
●サイズ：要相談
●カラー：４色
●付随特典：①②③

スポンサー様への付随特典
①スポンサーボードへの社名掲載
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高知球場では名物の一つであるビール。飲み
放題もあり大好評をいただいているビールの、
ビールカップに高知ファイティングドッグスロゴと一
緒に貴社名を掲示いたします。オリジナルビー
ルカップは3千個作成いたします。
●招待券30枚進呈
●サイズ：要相談 ●カラー：1色
●付随特典：①②③

②肖像権・商標権の使用

来場者が通るスタンド内の通路を、貴社の社
名・ロゴで華やかに飾ります。貴社名・貴社商
品を広くアピールすることができます。迫力ある
広告展開ができます。
●招待券15枚進呈
●サイズ：要相談 ●カラー：４色
●付随特典：①②③

③オフィシャルWEBサイトへの社名掲載

1千本 120,000円
3千本 300,000円

30,000円

消費税別、制作費込

消費税別、制作費込

球団とのコラボうちわを作成し、ホーム公式戦
やイベントで配布いたします。片面をご自由に
デザイン可能です。貴社の涼しげなイメージを
広くPRすることができます。

ホーム公式戦の１試合で、貴社製品や広告
を配布し、観戦に来られたお客様にPRするこ
とができます。
●付随特典：①②③

●招待券 1千本12枚、3千本30枚進呈
●サイズ：上記イメージ参照
●カラー：４色
●付随特典：①②③

スポンサー様への付随特典
①スポンサーボードへの社名掲載

MVP選手やホームランを打ったバッター、盗塁
を成功させたランナー、奪三振を取った投手な
どに貴社商品を賞品としてプレゼントいたしま
す。また、来場者へ貴社商品をプレゼントする
ことも可能です。場内アナウンスで読み上げる
ため、観戦に来られた多くの来場者に貴社名
と貴社商品を広くアピールすることができます。
内容はご相談下さい。
応相談

②肖像権・商標権の使用

③オフィシャルWEBサイトへの社名掲載
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other

other

球団マスコット

野球教室・イベント派遣

2,000,000円

1選手2時間

消費税別

消費税別、制作費込

愛くるしい球団のマスコットキャラクター「ドッキー」の胸や
腕などに貴社のロゴマークを表示いたします。ホームゲー
ム開催時は優先してPR活動を行い、その他のイベント
参加時も、貴社のPR活動にご利用いただけます。

高知ファイティングドッグスの選手による野球教室を
行います。野球の技術だけでなく、野球の楽しさや
面白さを子どもたちに伝えます。近年では大人向
けの教室も開催。また、企業様冠野球教室では、
野球教室を通じて地域の皆様の交流や地域貢
献の一環として貴社のイメージアップにご活用して
いただけます。

●招待券200枚進呈
●サイズ：縦40mm×横140mm
●カラー：４色
●付随特典：①②③

球団バス

袋協賛

公式ホームページバナー

20,000円

●付随特典：①②③

コラボイベント開催

応相談
「三陽荘」×「高知ファイティングドッグス」 少年野球大会開催！

500,000円

500,000円

消費税別、制作費込

消費税別、制作費込

1ヶ月 20,000円
年間 200,000円

高知ファイティングドッグスとコラボイベントを開催いた
しませんか！皆様の街や地域にも選手を派遣いた
します。参加選手人数や日程などは調整させていた
だきます。

消費税別、制作費込

選手が遠征時や試合時に使用する球団バス
に貴社のロゴマークを表示いたします。高知県
内外を走行することによって、貴社名を広くア
ピールできます。
●招待券50枚進呈
●サイズ：要相談
●カラー：４色
●付随特典：①②③

スポンサー様への付随特典
①スポンサーボードへの社名掲載
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高知ファイティングドッグスとのコラボレーション袋
にて貴社名・ロゴを持続的にPRすることができ
ます。グッズ購入者や球団のイベントでのプレ
ゼント袋などとしてダイレクトにお客様のもとへ
届くアイテムです。(部数3,000部予定)
●招待券50枚進呈
●サイズ：要相談 ●カラー：４色
●付随特典：①②③

②肖像権・商標権の使用

高知ファイティングドッグス公式サイト
（https://kochi-fd.com/）。試合の内
容や地域交流イベントの様子や選手の紹介
などを配信するサイトです。この大人気のサイ
ト内で貴社のバナー広告を掲げます。
●付随特典：①②③

③オフィシャルWEBサイトへの社名掲載

「エースワン」×「高知ファイティングドッグス」 コラボ商品「ヴィクトリードッグ」販売！

スポンサー様への付随特典
①スポンサーボードへの社名掲載

②肖像権・商標権の使用

③オフィシャルWEBサイトへの社名掲載
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法人会員

2022高知ファイティングドッグス スポンサー申込書
以下、ご記入をお願いいたします。

親方会員
PLAYER

・ホーム公式戦招待券(４０枚進呈)
・高知球場限定ｱﾙｺｰﾙ飲み放題券(２０枚進呈)
・始球式権（ホーム公式戦1試合）
・選手名鑑６冊
・ホーム公式戦特設ブース設置権
・ホーム公式戦サンプリング権
・付帯特典①②③

スポンサー
メニュー
(□にﾁｪｯｸ)

200,000円

STADIUM

□
□
□
□
□

外野横断幕 □ ウェイティングサークル □ バックネット横断幕
公式戦試合球 □ インタビューボード □ 入場口エアーアーチ
ﾍﾞﾝﾁ前ﾎﾞｰﾄﾞ □ BOX席 □ 客席上横断幕 □ BBQｴﾘｱ横断幕
ビールブース前横断幕 □ 試合告知看板 □ 入場口エアーポール
客席前横断幕 □ チケット □ ビールカップ □ スタンド通路ボード

EVENT

□ 冠試合（土日祝） □ 冠試合（平日）
□ サンプリング権 □ イニング間イベント

□ サンプリングうちわ

OTHER

□ 球団マスコット

□公式ホームページバナー

法人会員

□ 親方会員

消費税別、制作費込

横綱会員

□ ユニフォーム胸部 □ ユニフォーム袖部 □ ユニフォームパンツ
□ キャップ □ ヘルメット □ 練習用ウェア □ 練習用キャップ
□ スタッフウェア □ トレーナーウェア □ ボールボーイウェア

□ 球団バス

□ 横綱会員

□ 協賛袋
□ 大関会員

備考欄

申込日

・ホーム公式戦招待券(２０枚進呈)
・高知球場限定ｱﾙｺｰﾙ飲み放題券(１０枚進呈)
・選手名鑑４冊
・ホーム公式戦特設ブース設置権
・ホーム公式戦サンプリング権
・付帯特典①②③

企業・
団体名

100,000円

年

月

ふりがな

代表者名

役職

担当者名

担当者
役職

消費税別、制作費込

送付先

大関会員

〒

電話

・ホーム公式戦招待券(１０枚進呈)
・高知球場限定ｱﾙｺｰﾙ飲み放題券(５枚進呈)
・選手名鑑２冊
・ホーム公式戦特設ブース設置権
・ホーム公式戦サンプリング権
・付帯特典①②③

日

FAX

◇お申込・お問い合わせ◇

高知ファイティングドッグス球団
株式会社高知犬

50,000円

〒780-8085 高知市大谷公園町21-6

TEL 088-802-8725 FAX 088-813-0246 Email info@fighting-dogs.jp

消費税別、制作費込

銀行振込口座情報
スポンサー様への付随特典
①スポンサーボードへの社名掲載
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②肖像権・商標権の使用

③オフィシャルWEBサイトへの社名掲載

四国銀行 卸団地支店 普通口座 5142939
株式会社高知犬 代表取締役 武政 重和
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