2022年

スポンサープラン
ご案内
和歌山ファイティングバーズは和歌山県の皆様と一緒に
野球が持つあらゆる可能性をひたむきに追い求め、
｢夢｣と｢感動｣を共有できる"ふるさとのプロ野球チーム"
として魅力ある球団を目指します。

プラン紹介
ユニフォーム上プラン(ホーム&ビジター)

ヘルメットプラン

ユニフォーム上プラン(ホーム)

試合用帽子プラン

\1,650,000 6社限定 コード：AB
①A枠にロゴ(スポンサーロゴ、お名前)記載
②チケット上限150枚まで贈呈
③特典A(特典詳細は下記をご参照下さい)
\1,100,000 6社限定 コード：AH
①A枠にロゴ(スポンサーロゴ、お名前)記載
②チケット上限100枚まで贈呈
③特典A(特典詳細は下記をご参照下さい)

ユニフォーム上プラン(ビジター)

\1,100,000 6社限定 コード：AV
①A枠にロゴ(スポンサーロゴ、お名前)記載
②チケット上限100枚まで贈呈
③特典A(特典詳細は下記をご参照下さい)

ユニフォーム袖プラン(ホーム&ビジター)
\1,100,000 4社限定 コード：BB
①B枠にロゴ(スポンサーロゴ、お名前)記載
②チケット上限100枚まで贈呈
③特典A(特典詳細は下記をご参照下さい)

ユニフォーム袖プラン(ホーム)

\660,000 4社限定 コード：BH
①B枠にロゴ(スポンサーロゴ、お名前)記載
②チケット上限60枚まで贈呈
③特典A(特典詳細は下記をご参照下さい)

ユニフォーム袖プラン(ビジター)

\660,000 4社限定 コード：BV
①B枠にロゴ(スポンサーロゴ、お名前)記載
②チケット上限60枚まで贈呈
③特典A(特典詳細は下記をご参照下さい)

ユニフォーム背中プラン(ホーム＆ビジター)
\1,320,000 2社限定 コード：CB
①C枠にロゴ(スポンサーロゴ、お名前)記載
②チケット上限120枚まで贈呈
③特典A(特典詳細は下記をご参照下さい)

ユニフォーム背中プラン(ホーム)

\880,000 2社限定 コード：CH
①C枠にロゴ(スポンサーロゴ、お名前)記載
②チケット上限80枚まで贈呈
③特典A(特典詳細は下記をご参照下さい)

ユニフォーム背中プラン(ビジター)

\880,000 2社限定 コード：CV
①C枠にロゴ(スポンサーロゴ、お名前)記載
②チケット上限80枚まで贈呈
③特典A(特典詳細は下記をご参照下さい)

\440,000 3社限定 コード：D
①D枠にロゴ(スポンサーロゴ、お名前)記載
②チケット上限40枚まで贈呈
③特典A(特典詳細は下記をご参照下さい)
\550,000 2社限定 コード：E
①E枠にロゴ(スポンサーロゴ、お名前)記載
②チケット上限50枚まで贈呈
③特典A(特典詳細は下記をご参照下さい)

冠試合プラン

\220,000 コード：G
①球団ホーム試合において、1シーズン
御社名(お名前)アナウンス
②球団ホームページにおいて1シーズン
バナー(スポンサーロゴ、お名前)を掲載
③1シーズン中チームロゴ、マスコット、選手の素材利用許可
(※契約が終了した選手の素材につきましては、
使用できなくなりますので予めご了承ください。)
④チケット上限20枚まで贈呈
⑤販売促進活動補助(商品展示、販売代行等)
⑥特典B(特典詳細は下記をご参照下さい)

横断幕プラン(初回)

\165,000 コード：H
①横断幕 90cm×300cm ロゴ(スポンサーロゴ、お名前)記載
②ご希望のスポンサー様は、ホーム試合以外の期間貸出可能
③チケット上限15枚まで贈呈
④特典B(特典詳細は下記をご参照下さい)

横断幕プラン(継続)

\110,000 コード：HK
①横断幕 90cm×300cm ロゴ(スポンサーロゴ、お名前)記載
→前年製作済
②ご希望のスポンサー様は、ホーム試合以外の期間貸出可能
③チケット上限10枚まで贈呈
④特典B(特典詳細は下記をご参照下さい)

※記載の金額は全て税込価格です
選手還元個人スポンサープラン

\330,000 コード：J
①このプランの一部は指名しました選手に還元されます
②A枠下側 1名にロゴ(スポンサーロゴ、お名前)記載
③のぼり 60cm×180cm ロゴ(スポンサーロゴ、お名前)記載
④のぼりはシーズン終了後に選手のサイン入りで贈呈いたします
⑤チケット上限30枚まで贈呈
④特典B(特典詳細は下記をご参照下さい)

選手還元応援のぼりプラン

\33,000～\110,000 コード：K
①このプランの一部は指名しました選手に還元されます
②のぼり 60cm×180cm ロゴ(スポンサーロゴ、お名前)記載
③のぼりはシーズン終了後に選手のサイン入りで贈呈いたします
④チケット上限3～10枚まで贈呈
④特典C(特典詳細は下記をご参照下さい)

練習着応援

\550,000 コード：L
①F枠にロゴ(スポンサーロゴ、お名前)記載
②チケット上限50枚まで贈呈
③特典A(特典詳細は下記をご参照下さい)

応援グッズ(半纏20着)

\770,000 コード：M
①G枠にロゴ(スポンサーロゴ、お名前)記載
②チケット上限70枚まで贈呈
③特典A(特典詳細は下記をご参照下さい)

応援グッズ(うちわ1,000枚)

\110,000 コード：N
①H枠にロゴ(スポンサーロゴ、お名前)記載
②チケット上限10枚まで贈呈
③特典C(特典詳細は下記をご参照下さい)

フリープラン

コード：Z
※皆様のお志に対し、相応の返礼を検討させて頂きます。

法人向のぼりプラン(初回)

\165,000 コード：I
①のぼり 60cm×180cm ロゴ(スポンサーロゴ、お名前)記載のぼり
②ご希望のスポンサー様は、ホーム試合以外の期間貸出可能
③チケット上限15枚まで贈呈
④特典B(特典詳細は下記をご参照下さい)

法人向のぼりプラン(継続)

\110,000 コード：IK
①のぼり 60cm×180cm ロゴ(スポンサーロゴ、お名前)記載
→前年製作済
②ご希望のスポンサー様は、ホーム試合以外の期間貸出可能
③チケット上限10枚まで贈呈
④特典B(特典詳細は下記をご参照下さい)

スポンサーに関しまして

注1、ご希望のプランを選択し、必要事項をご記入下さい。
注2、お申込み頂きましたら契約書の取り交わしをさせて頂きます。
注3、契約書取り交わし後、ご指定のロゴを弊社宛にご送付下さい。
注4、ご指定のロゴを基にしたデザインを事前に確認して頂き、承認後発注致します。
注5、デザイン承認後、代金を申し受けます。
注6、完成品は、写真にてご案内とSNS上で公開させて頂きます。
注7、製作には時間が掛かりますので、予めご了承下さい。

☆振込先口座

きのくに信用金庫 （１６７４）
田辺支店 （００２）
普通預金 ８４５９９３６
株式会社CMD FB
カ）シーエムデイー エフビー

＋特典A

特典詳細

①球団ホーム試合において、1シーズン御社名アナウンス
②球団ホームページにおいて1シーズンバナー（スポンサーロゴ、お名前）を掲載
③1シーズン中チームロゴ、マスコット、選手の素材利用許可（※契約が終了した選手の素材につきましては使用できなくなります。）
④球団ホーム試合においてご希望のスポンサー様は1試合の冠試合の提供

＋特典B

①球団ホーム試合において、1シーズン御社名アナウンス
②球団ホームページにおいて1シーズンバナー（スポンサーロゴ、お名前）を掲載
③1シーズン中チームロゴ、マスコット、選手の素材利用許可（※契約が終了した選手の素材につきましては使用できなくなります。）

＋特典C

①球団ホームページにおいて1シーズンバナー（スポンサーロゴ、お名前）を掲載
②1シーズン中チームロゴ、マスコット、選手の素材利用許可（※契約が終了した選手の素材につきましては使用できなくなります。）
ホーム試合 ①田辺スポーツパーク野球場 ②上富田スポーツセンター野球場 ③串本町総合運動公園サンナンタンラン ④その他、和歌山県内野球場

制作物イメージ

ヘルメット

帽子

※画像はイメージです

枠E

ユニフォーム前面

枠D

ユニフォーム背面

枠B

NAME

No.

枠A

枠C

練習着背面

枠F

背面

のぼり

180cm
写真とは縦横比が違います

応援グッズ 半纏

のぼり ( 選手 )

60cm

180cm

60cm

60cm

180cm

300cm

90cm

横断幕

or
応援グッズ うちわ

枠H
枠G

表 裏

＊当社は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令その他規範を遵守し管理しています。また、個人情報は目的以外の使用、並びに第三者への開示をしません。

スポンサープラン お申込み必須事項 貴社名・お名前 / ご担当者様名 / 連絡先 / メールアドレス / ご希望プラン / ご希望ロゴ / ご住所、郵便番号 / ご要望事項

正面

鳥和歌丸

和歌山ファイティングバーズ オフィシャルマスコット

球団情報
運 営 会 社
事 業 内 容
本

社

株式会社CMD FB

スポーツマネジメント/金融、医療、農業、漁業、エネルギー、
モビリティサービスに関わる研究及びその委託/金融、
医療、農業、漁業、
エネルギー、
モビリティサービスに関わるエンタテインメント事業の企画及び運営/医薬品、化粧品
の研究及び販売/微細藻類の研究、販売及び商品開発/電力事業/前各号に付帯関連する一切の業務

〒���-���� 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来字大沼����番地�
┗ TEL ����-��-���� ┗ FAX ����-��-����

球団事務所

〒���-���� 和歌山県田辺市上の山一丁目��番��-���号

ホ ーム 球 場

〇田辺スポーツパーク野球場 〒���-���� 和歌山県田辺市上の山�丁目��-�-�

会 社 設 立
代表取締役

┗ TEL ����-��-����

┗ FAX ����-��-����

〇上富田スポーツセンター野球場 〒���-���� 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来����
令和�年��月��日

尹 煕元（ゆん ひうぉん）

CMD FBホームページ

和歌山ファイティングバーズ ホームページ

https://www.cmdfb.co.jp

https://wfb-sd-esp.com

