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- 伝統と挑戦 -

読売巨人軍は1934年に

日本プロ野球チームのさきがけとして誕生し、

常に勝利と社会の模範であることを期待され、

ファンとともに歩んできた。

プロ野球が最高のエンターテインメントであり続け、

先人たちが築いてきた偉大な伝統を未来につなぐために、

挑戦を続けていく。

それが である。
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はじめに 〜数字で見る読売巨人軍〜
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基礎データ

2022年
■年間主催試合数 ：72試合
※東京ドーム ：65試合 （＋地方開催：7試合）

■主催試合年間入場者数 ：2,318,302人
■１試合あたり平均入場者数 ：32,199人
※東京ドームの平均入場者数 ：34,048人

公式SNS ※2022年12月時点、球団公式のみ記載

放映・配信

2022年
テレビ放送
地上波放送 日本テレビ ：20試合

NHK ：2試合

BS放送 BS日テレ ：62試合
NHKBS ：8試合

CS放送 日テレ+G ：72試合
2019年
■年間主催試合数 ：71試合
※東京ドーム ：64試合 地方開催７試合

■主催試合年間入場者数 ：3,027,682人
■１試合あたり平均入場者数 ：42,643人
※東京ドームの平均入場者数 ：44,882人

インターネット配信
DAZN ：72試合
Hulu ：72試合
GIANTS TV ：72試合

約 490,000

約 290,000

約 550,000

約 450,000

約 670,000

約 180,000
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メニュー概要
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オフィシャルスポンサー
ビッグボード広告
演出連動広告

東京ドーム場内広告ゲームデー協賛メニュー名

目的

KPI事例

・ブランド価値向上
・売上向上
・顧客へのホスピタリティ
・社内ロイヤルティ向上
・ファンとのエンゲージメント強化

・ブランド、商品の認知向上
・売上向上
・社内ロイヤルティ向上

・ブランド価値向上
・売上向上
・顧客へのホスピタリティ
・社内ロイヤルティ向上

・ブランド認知
・商品、サービスに対する認知
・重要顧客の満足度
・社内認知
・雇用最大化

・商品・サービスに対する認知
・プロモーション活動の最大化
・社内認知

・商品、サービスに対する認知
・プロモーション活動の最大化
・サンプル配布
・社内認知

・商品・サービスに対する認知
・プロモーション活動の最大化
・社内認知

・ブランド、商品の認知向上
・売上向上
・社内ロイヤルティ向上

種別 スポンサーシップ 広告企画

読売巨人軍は、皆様のビジネス課題を解決すべく、様々なメニューを準備しております。
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メニュー概要
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1.認知 5.利用2.興味・関心 3.比較・検討 4.申込・購入

事業戦略・マーケティング戦略・サービス/プラットフォーム開発

プロモーション戦略 CRM戦略

効果分析・顧客分析・行動分析等のデータマーケティング

戦略

施策
（戦術）
※一例

データ

ユーザー
ファネル

ユーザー
ステータス

潜在層 顕在層
（ライト）

顧客

スポンサーの表記

ビックボード広告、演出連動広告

東京ドーム場内広告

サンプル配布 招待券の活用

SNS告知

ノベルティ配布

申込 契約顕在層
（コア）

無関心層

読売巨人軍が提供する各メニューは、皆様の課題に合わせてメニューや権益を有効活用いただけます。
これまでのメディアとしての露出価値に加えて、経営上の投資対効果を高める施策を進めております。



オフィシャルパートナー
サポーティングカンパニー
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オフィシャルパートナー
サポーティングカンパニー
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オフィシャルスポンサー/サポーティングカンパニー
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オフィシャルスポンサーは、インタビューバックボードやダグアウト内表示など、テレビ放送やネット配信での露出がパッケージに含まれています。
サポーティングカンパニーは、呼称権や肖像などを活用した独自のPR活動に予算を割きやすいパッケージです。※ニーズにあわせてカスタマイズのご相談も承っております。

呼称権

パッケージ詳細

巨人軍商標の使用

選手集合肖像（5人以上同時）の使用

ノベルティーグッズの開発・制作

巨人軍チケットを使った販促キャンペーンの実施権

東京ドームメインビジョンでの告知

ヒーローインタビューバックボードへのロゴ掲出

１塁側ダグアウト内でのロゴ掲出

巨人戦の告知媒体への社名／ロゴ掲出

ジャイアンツガイドへの広告掲載

ゲームデー協賛を実施

招待券の提供

オフィシャルスポンサー GIANTS OFFICIAL SPONSOR サポーティングカンパニー GIANTS SUPPORTING COMPANY

チケットの優先購入券

オンユアマークスへの参加

ラッキーカードの実施

マスコットのグラウンド上登場・紹介

○

○

○

○

○

試合前3回のCM放送(15秒)／試合前1回、試合中1回のオフィシャルスポンサー告知／
※いずれも東京ドームでの主催ゲームのみ（63~64試合）

○ ※割合は調整

○

「協賛」として社名もしくはロゴを掲出
読売新聞社告／チケット券面／ポスター／チラシ／公式サイトなど

1Pカラー（A5版）

年間3試合

スイートルーム1試合／プレミアムラウンジ（最大10名）3試合
S2枚(主催全71~72試合)※協賛試合のみ、追加でS10枚

○

○ ※協賛試合日のみ

○ ※協賛試合日のみ

○ ※協賛試合日のみ

○

○

○

○

○

試合前2回のCM放送(15秒)
※いずれも東京ドームでの主催ゲームのみ（63~64試合）

×

×

公式サイト

1Pカラー（A5版）

年間1試合

プレミアムラウンジ（最大10名） 1試合
A2枚(主催全71~72試合) ※協賛試合のみ、追加でS10枚

○

○ ※協賛試合日のみ

○ ※協賛試合日のみ

○ ※協賛試合日のみ
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オフィシャルスポンサー/サポーティングカンパニー
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スイートルームご招待

ビジョンCM

ジャイアンツガイドへの広告掲載プレミアムラウンジご招待

チケットキャンペーン
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オフィシャルスポンサー/サポーティングカンパニー
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インタビューバックボード ダグアウト内スポンサー表示



ゲームデー協賛
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ゲームデー協賛
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ゲームデー協賛

10

※各種情勢によって実施できない場合もございます。

活用
イメージ

詳細

読売巨人軍が制作し配布するノベル
ティグッズに、広告主様のロゴを入れ
ることができます。

※アイテムやロゴの掲出方法は、
ご相談の上決定させていただきます。

※アイテムによっては別途制作実費の
ご負担があります。

来場者に対し、サンプリングの実施
が可能です。内容・数量はご相談く
ださい。

※サンプリング配布費用のご負担が
あります。

始球式イベントに参加いただけます。
（小学校高学年、中学生限定・9名）
参加者が各守備位置で1回表の守備に
つく巨人の選手を出迎え、投手役、
捕手役の参加者は、そのまま始球式
を行います。

※参加者のマストバイキャンペーン
での募集は不可です。

東京ドーム外にＰＲブースを設置し、
ポスター、のぼりを掲出いただくこ
とが可能です。

※ポスター、のぼりはＰＲブースを
出展された場合にブースへの掲出
が可能です。枚数・本数はご相談
ください。

１試合単位でプロモーションを実施いただけるゲームデー協賛のメニューとなります。
露出、キャンペーン、ホスピタリティと様々な活用が可能です。

ノベルティの制作 サンプリング実施
選手と守ろう

~On Your Marks~

ＰＲブースの設置
ポスター・のぼり掲出

活用例
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ゲームデー協賛
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※各種情勢によって実施できない場合もございます。

マスコットＰＲ
球場内アナウンスでの
協賛ナイターご紹介

メインビジョンでの
御社ＣＦ放映

場外サイネージによる
協賛告知

活用例

活用
イメージ

詳細
広告主様のマスコットに試合前・試
合中、グラウンドにご登場いただけ
ます。

試合前に場内アナウンスにて、
来場者の皆様に協賛ナイターの
ご紹介いたします。

東京ドームのメインビジョンにて、
広告主様のCF（15秒）を試合前3回、
試合中1回放映いたします。

東京ドームの正面ゲート前のサイ
ネージに協賛ナイター名を表示いた
します。



12

ゲームデー協賛
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※各種情勢によって実施できない場合もございます。

場内サイネージによる
協賛告知&ＣＦ放映

巨人軍公式サイトでの
協賛概要紹介

観戦チケットの
キャンペーン利用

ご招待券のご提供活用例

活用
イメージ

詳細
東京ドーム正面ゲート内壁面サイ
ネージと25ゲートサイネージに広告
主様のロゴ及びCFを放映いたします。

試合開催前に、巨人軍公式HPで開催
のご紹介をいたします。

指定席Ｃ（内野２階席）に
100組200名をご招待できます。

※キャンペーン内容について主催者へ
事前のご連絡をお願いいたします。

※キャンペーン利用の際は、事前の原
稿確認が必要になります。
※選手の肖像は使用いただけません。

指定席S(@6,800円)×10枚
指定席C(@2,400円)×100組200枚

(観戦チケットのキャンペーン利用分)
のご招待券を提供いたします。

※追加でチケットをご希望の場合、
主催者でご用意が可能な場合、
別途購入いただくことができます。



広告企画
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広告企画
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ビッグボードについて
2022年シーズン、東京ドームでは大規模改修を行い、両翼のビッグボード、中央のスコアボードエリアが

全面ＬＥＤの国内最大級の大型ビジョンとなりました。

両翼の新ビッグボードエリアには、１枠あたり縦7.5m×横9mの広告枠を１０枠設置いたします。

また、プレーの切れ目やイニング間に、ビジョン中央部分などを使用して、

試合演出（リプレー映像やライブ映像など）を実施します。
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ビッグボード広告
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69%

31%

はい いいえ

アンケート回答者のデモグラ属性
スタンド・グラウンド全体の中で

座席からビックボードが目に止まったと回答

70%

30%

見た その他回答

5.5% 14.8% 12.1% 17.9% 30.7% 13.3% 4.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性：女性

6：4
男性

女性

平均年齢40.6歳

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

ビックボードに掲出された広告を見たことを
覚えていると回答

球場内のどちらの座席からも高い視認性があり、かつ印象にも強く残る広告枠となります。

※東京ドーム来場者調査2022より

69%が目に止まったと回答 70%が覚えていると回答

ビッグボード広告についてのアンケート調査 （n=9,677）
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ビッグボード広告
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64%

46%

37%

23%

12% 10%

0%

20%

40%

60%

80%

目を引く
見やすくなった

明るい 鮮やかに見える 大きく見える
印象に残りやすい
インパクトがある

広告内容が途中で
変わるのが良い

ビッグボード広告に関して、来場者が持った印象（複数回答）

視認性や表現について、ポジティブな印象を来場者に持っていただいています。

ビッグボード広告についてのアンケート調査 （n=9,677）

※東京ドーム来場者調査2022より
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ビッグボード広告
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ビッグボード広告の全面LED化によって、シーズン途中での広告原稿の差し替えや、
動画の放映、試合演出と連動させて広告への注目を高める運用が可能となり、

これまで以上に広告主様の広告宣伝、プロモーション活動にお役立ていただけます。

広告原稿の差し替え ２種類の広告原稿の掲載 動画広告の放映メリット

詳細

シーズン中の広告原稿の差し替えが可能です。
1試合単位で現行の差し替えができるため、
PR時期に合わせた広告を掲出可能です。

※静止画、動画ともに変更可能です。

1試合の中で2種類の広告原稿を切り替えながら
掲載することができます。

※切り替えのタイミングは、試合中はイニングの表、裏で
行います。試合前は3回、試合後は1回行います。

公式戦全試合において、試合前に動画広告(15秒)を
1回放映(無料提供)が可能です。
大型ビジョン中央の16：9最大サイズで動画広告を放映し
ます。

※試合中（イニング間）の放映については、別途、有料で
のご案内となります。

全画面動画広告の放映
アウトカウント
連動広告の放映

広告への注目を促す
様々な演出連動企画の実施

メリット

詳細

メインビジョン全画面（縦7.5m×横125.6m）で動画広
告を放映することができます。来場者に向けて、強く広
告を印象付けることが可能です。

※別途、有料でご案内いたします。

アウトカウントの演出に連動した映像を広告枠で掲出し、
動きを付けることで広告に繰り返し目を引く効果を生み出
します。

※スコアボードの両サイドの広告枠限定のメニューです。

広告を紹介する演出を行い、広告への注目を高めます。

・ビッグボードパートナー紹介
・ジャビットを探せ ほか

1 2 3

4 5 6

ビッグボード広告の特色
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ビッグボード広告
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≪放映イメージ≫ ビッグボードパートナー紹介

≪放映イメージ≫ ジャビットを探せ

試合前にビッグボード広告を演出を加えながら紹介します。両サイドの広告枠から順に、①中央エリアの16:9最大サイズで掲載後、
②所定の位置へ移動し、光る演出を加えます。全ビッグボードが揃ったタイミングでビッグボード全体が光り、これまで以上に印象付ける効果を図ります。

ジャビットが隠れた場所を観客が当てる演出を行い、場内アナウンスで正解を発表する際に
「〇〇の看板に隠れていました」等、自然にビッグボードを紹介し、広告を印象付ける演出を行います。

ビッグボード広告の特色

1 2
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ビッグボード広告
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東京ドームで開催される読売巨人軍公式戦全試合を対象に、
広告枠に打球が当たった際に認定される「ビッグボード賞」を実施しております。

贈呈式を実施いただくことで、メディア露出を通じて貴社の広告枠、商品等のPRが期待できます。

ビッグボード広告の特色
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演出連動広告
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プレーの切れ目やイニング間に、メインビジョンを使用した試合演出を実施し、
演出に連動した特設の広告枠で広告や広告主様のロゴを掲載します。

リプレー／ライブ映像放映時 広告枠（試合中） リプレー検証時 広告枠（試合中） メンバー表交換 広告枠（試合前）メニュー

詳細

試合中、巨人選手のリプレー映像時（ヒットや得点、好
守備、奪三振など）や、投手の交代時、ビジター打者登
場時（各イニング冒頭）等に、静止画広告の掲載を行い
ます。1イニングごとの広告枠として掲載を行います。

試合中にリプレー検証が行われる際に、リプレー映像放
映中、社名広告の掲載を行います。2022年に実施した分
析調査では、試合中にお客様が最もビジョンに注目する
タイミングという結果が出ています。

試合前に両チーム監督がメンバー表交換を行う際に静止
画広告の掲載を行います。

掲出
イメージ

1 2 3

演出連動広告メニュー

備考

■掲載回数・掲載時間（2022年実績）
１イニング（表裏）あたりの平均掲載回数：13.44回
１イニング（表裏）あたりの平均掲載時間：2分24秒

１回あたりの平均掲載時間：約11秒
シーズン合計の掲載回数：860.16回
シーズン合計の掲載時間：153分36秒

■掲載回数・掲載時間（2022年実績）
１試合あたりの平均掲載回数：約0.6回
１試合あたりの平均掲載時間：1分7秒
シーズン合計の掲載回数：約40回
シーズン合計の掲載時間：約44分40秒

■掲載回数・掲載時間（2022年実績）
１試合あたりの平均掲載回数：１回
１試合あたりの平均掲載時間：37秒
シーズン合計の掲載回数：64回
シーズン合計の掲載時間：39分28秒
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演出連動広告
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試合前ダンスタイム演出 広告枠（試合前） イニング間「闘魂こめて」演出広告枠（試合中） 帰宅案内 広告枠（試合終了時）メニュー

詳細
ジャイアンツのマスコットガール「ヴィーナス」が試合
前のダンスタイムを行う際に静止画広告の掲載を行いま
す。

7回裏のジャイアンツ攻撃直前のイニング間に、応援歌
「闘魂こめて」を放送し、場内を盛り上げる演出を行い
ます。その際に静止画広告の掲載を行います。

試合終了時に、ご来場の皆様向けに、退場とご帰宅のご
案内を行う際に静止画広告の掲載を行います。

掲出
イメージ

4 5 6

演出連動広告メニュー

備考

■掲載回数・掲載時間（2022年実績）
１試合あたりの平均掲載回数：１回
１試合あたりの平均掲載時間：1分55秒
シーズン合計の掲載回数：64回
シーズン合計の掲載時間：122分40秒

■掲載回数・掲載時間（2022年実績）
１試合あたりの平均掲載回数：１回
１試合あたりの平均掲載時間：1分15秒
シーズン合計の掲載回数：64回
シーズン合計の掲載時間：80分

■掲載回数・掲載時間（2022年実績）
１試合あたりの平均掲載回数：約１回
１試合あたりの平均掲載時間：2分38秒
シーズン合計の掲載回数：64回
シーズン合計の掲載時間：168分32秒
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「IGNITION TIME」広告枠（試合前） ホームランデータ 広告枠（試合中） デジタル時計下広告枠（試合前）メニュー

詳細
試合開始前に、ご来場の皆様向けに、応援の練習タイム
を設けて、球場内を盛り上げるイベントを実施します。
その際に静止画広告の掲載を行います。

試合中、巨人選手がホームランを放った際、リプレー映
像とともにホームランの打球データを表示します。
そのデータ表示の下部に御社の企業名あるいはロゴなど
を掲載します。

開場から試合開始までの時間帯に、ビジョン中央左脇に
表示されるデジタル時計の下に、社名広告を表示します。

掲出
イメージ

7 8 9

演出連動広告メニュー

備考

■掲載回数・掲載時間（2022年実績）
１試合あたりの平均掲載回数：１回
１試合あたりの平均掲載時間：5分46秒
シーズン合計の掲載回数：64回
シーズン合計の掲載時間：369分4秒

■掲載回数・掲載時間（2022年実績）
１試合あたりの平均掲載回数：1.55回
１試合あたりの平均掲載時間：約31秒
シーズン合計の掲載回数：93回
シーズン合計の掲載時間：約31分

■掲載時間（2022年実績）
１試合あたりの平均掲載時間：約93分
シーズン合計の掲載時間：約99時間12分

※演出等で全画面を使用する際や、中央部分で巨人軍協
賛企業のCMを放映する際など、一時的にデジタル時計
とともに非表示なる時間帯があります。
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演出連動広告
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客席へのファールボール時 広告枠（試合中） ホームラン時全画面CG 広告枠（試合中） ヒット時全画面CG 広告枠（試合中）メニュー

詳細
試合中に両チームのファールボールが客席に飛び込んだ
際、注意喚起表示に静止画広告の掲載を行います。

ジャイアンツの選手がホームランを放った際に、ビジョ
ン全画面に映し出す演出CG映像「HOMERUN」に、社
名・ロゴ等の掲載を行います。

ジャイアンツの選手がヒットを放った際に、ビジョン全
画面に映し出す演出CG映像「HIT」に、社名・ロゴ等の
掲載を行います。

掲出
イメージ

演出連動広告メニュー

備考

■掲載回数・掲載時間（2022年実績）
１試合あたりの平均掲載回数：19.3回
１試合あたりの平均掲載時間：1分36秒
シーズン合計の掲載回数：1235.2回
シーズン合計の掲載時間：102分56秒

※１回のファールボールにつき、5秒間掲載されます。

■掲載回数・掲載時間（2022年実績）
１試合あたりの平均掲載回数：1.55回
１試合あたりの平均掲載時間：8秒
シーズン合計の掲載回数：93回
シーズン合計の掲載時間：12分24秒

■掲載回数・掲載時間（2022年実績）
１試合あたりの平均掲載回数：4.6回
１試合あたりの平均掲載時間：41秒
シーズン合計の掲載回数：294.4回
シーズン合計の掲載時間：43分44秒

1110 12
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演出連動広告

24

フォアボール時全画面CG 広告枠（試合中） 奪三振時全画面CG 広告枠（試合中） 巨人勝利時全画面CG 広告枠（試合終了後）メニュー

詳細
ジャイアンツの選手がフォアボールで出塁した際に、ビ
ジョン全画面に映し出す演出CG映像「COOL」に、社
名・ロゴ等の掲載を行います。

ジャイアンツの投手が三振でアウトを奪った際に、ビ
ジョン全画面に映し出す演出CG映像「STRIKE OUT」に、
社名・ロゴ等の掲載を行います（その三振で当該回が三
者凡退となった場合を除きます）。

ジャイアンツが勝利した際に、ビジョン全画面に映し出
す演出CG映像「VICTORY」に、社名・ロゴ等の掲載を行
います。

掲出
イメージ

演出連動広告メニュー

備考

■掲載回数・掲載時間（2022年実績）
１試合あたりの平均掲載回数：3.6回
１試合あたりの平均掲載時間：28.8秒
シーズン合計の掲載回数：230回
シーズン合計の掲載時間：30分40秒

■掲載回数・掲載時間（2022年実績）
１試合あたりの平均掲載回数：7.1回
１試合あたりの平均掲載時間：35秒
シーズン合計の掲載回数：454回
シーズン合計の掲載時間：37分52秒

■掲載回数・掲載時間（2022年実績）
１試合あたりの平均掲載回数：0.48回
１試合あたりの平均掲載時間：12秒
シーズン合計の掲載回数：31回
シーズン合計の掲載時間：6分12秒

1413 15
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バックネットやベンチなどに掲載されている広告の認識率 バックネットやベンチなどに掲載されている広告の認知率

来場者だけでなく、中継を通しての露出が期待できます。

77%

23%

認識率 未認識率

77%が認識した（見たことがある）と回答

39%

20%

41%

以前から知っていた 中継内で広告を見て知った 今も知らない

59%が広告を認知（知っている）と回答

うち20%が中継を通して広告を認知している

東京ドーム場内広告についてのアンケート（n=3,000）

※東京ドーム来場者調査2022より
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東京ドーム場内広告
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テレビでの試合中継（地上波・BS・CS）のほか、インターネットでの試合配信（DAZN、Hulu、TVer、GIANTS TV）、
テレビやネットなどの各種スポーツニュース映像などで幅広い露出が期待できる広告枠で、

広告主様のプロモーション活動において高い露出効果が見込めます。

バックネット広告

広告
A広告

E

広告
B

広告
C

広告
F

広告
D

広告
C

広告
D

広告
E

広告
F

広告
B

広告
A

掲載イメージ 広告サイズ

広告A

広告枠

広告B

広告C

広告D

広告E

天地74cm×左右218cm

広告サイズ

天地85cm×左右20cm

天地75cm×左右15cm

天地15cm×左右218cm

天地15cm×左右218cm

広告F 天地50cm×左右50cm

■掲出試合
・契約期間に開催されるNPB関連試合、社会人野球等

■掲出上の留意事項（詳細)
・試合中継時、テレビ画面上で視認できないサイズの文字・ロゴ等は
掲出できません。

・試合中、ファールボール等により汚れ、破れ等が発生する可能性があります。
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東京ドーム場内広告
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両チームの監督、コーチ、選手、スタッフが試合中待機するダグアウト（ベンチ）の広告スペースです。
バックネット広告同様、テレビ中継やインターネット配信、ニュースを通じて、

高い露出効果を得やすい位置となりますので、広告主様の広告宣伝、
プロモーション活動にお役立ていただけるものと考えています。

ダグアウト広告

電話機広告

広告
K

広告
J

広告
G

広告
H

広告
G

広告
H

広告
G

広告
H

広告
G

広告
G

広告
I

広告
I

掲載イメージ 広告サイズ

広告G

広告枠

広告H

広告I

広告J

広告K

天地19cm×左右90cm

広告サイズ

天地19cm×左右90cm

詳細次項

天地10.5cm×左右47cm

天地90cm×左右110cm

■掲出試合
・契約期間に読売新聞社が主催し、東京ドームで開催される
読売巨人軍ホームゲーム（セントラルリーグ公式戦、セ・パ交流戦、
オープン戦、地方試合の振替日、クライマックスシリーズ）、
ファンフェスタなどの巨人軍イベント

※上記掲出試合の内、実施されない試合が発生する場合があります。
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東京ドーム場内広告
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両チームの監督が映る際や、投手交代時など、ダグアウト内の中でも、
テレビ中継やインターネット配信で露出効果が高い位置となります。※各広告枠とも2台×１・3塁掲載

電話機広告 拡大掲載イメージ 中継映像内での掲載例

ダグアウト広告（広告Ｉ 電話機広告）

壁面

広告枠

受話器

電話機

H120mm×W800mm

広告サイズ

H190mm×W45mm

H120mm×W80mm

壁面

受話器 電話機

■注意事項
・右側の壁面広告は指定単色（カラー不可）となります。
・左側の受話器・電話機ともにエアブラシ塗装・単色となります。
・塗装は、調色による近似色となります。
・電話機は予備２台を別途作成します。
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年間通じて掲出いただく、試合中継において露出効果の高い媒体です。
また、選手が躍動するグラウンド上の広告のため、来場者からもより注目が集められる媒体です。

グラウンドペインティング広告

広告
M1

広告
M2

広告
L1

広告
L2

掲載イメージ 広告サイズ

広告L1

広告枠

広告L2

広告M1

広告M2

天地10m×左右10m

広告サイズ

天地10m×左右10m

天地1.5m×左右15m

天地1.5m×左右15m

■掲出試合
・契約期間に開催されるプロ野球、社会人野球など
※プロ野球巨人戦以外のイベントについては、当該媒体が非可視状態となる場合があります。
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年間通じて掲出いただく、試合中継において露出効果の高い媒体です。
試合中盤から終盤にかけて、投手交代の前ぶれを紹介する際に露出が期待される新規媒体です。

ブルペン広告

1塁側

広告
O

3塁側

広告
P

広告サイズ

広告O

広告枠

広告P

天地1m×左右4m

広告サイズ

天地1m×左右5.2m

■掲出試合
・契約期間に開催されるプロ野球、社会人野球など
※対戦相手によって、3塁側（ビジター側）のブルペン映像を
放映できない場合があります（阪神など）。

※当該媒体が非可視状態となる場合があります。
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■掲出上の留意事項（共通）

・原稿は、企業名、商品名、サービス名、ブランド名または
それらの組合せを使用する必要があります。

・原稿は、文字・ロゴに限ります。内容によって商品写真は使用できますが、
メッセージやコピー等、人物写真は不可となる場合があります。

・応募告知やキャンペーン告知を掲出希望の場合は、日付・期間・問合せ先など、
内容を精査した上で承認される場合があります。求人広告は一切不可となります。

・試合中継時、広告露出を常時保証するものではありません。
広告が画角に入らない、または一部入らない、テロップ等が
重複、選手等が重複する等のケースがあります。

・原稿は、読売新聞及び東京ドームへの事前承認が必要です。


