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名実ともに日本一のクラブを目指して

2011年7月、日本女子代表“なでしこジャパン”が女子Ｗ杯ドイツ大会で優勝し、見事世界一に
なりました。男女を通してサッカーのフル代表が表彰台の上で金メダルを掲げたことはなく、前例
の無い快挙となりました。また、翌2012年のロンドン五輪でも“なでしこジャパン”は見事銀メダル
を獲得し、女子サッカーに対する関心は飛躍的に高まりました。

世界における日本女子サッカーのステータスが飛躍的に向上した一方で、Ｊリーグのプロ選手と
異なり、アマチュアが主流のなでしこリーガーたちは、平日は夫々がお世話になる雇用受入先で
働き（学生は勉学に励み）、夜間や週末にトレーニングを重ねて試合に臨むなど、女子サッカー
を取り巻く環境は、未だに厳しい状況のままとなっております。

そんな環境を向上させ、チーム強化と女子サッカーの普及発展に一層注力し、未来のなでしこ
選手を目指す子どもたちに夢を与えられる存在になるべく、今年1月に㈱アルビレックス新潟から
分社化し、独立した運営事業会社としてスタートいたしました。

歴史を辿ると、2002年にアルビレックス新潟の女子部門としてチームを結成、2004年より日本
女子サッカーリーグ(Lリーグ)2部に参戦し、チーム結成4年目の2006年に念願の2部リーグ優勝
を果たし、翌2007年から「なでしこリーグ1部」へ参戦。2021年からは日本初の女子プロサッカー
リーグ「WEリーグ」に戦いの舞台を移すことになりました。

また、2009年に開催された『トキめき新潟国体』では、アルビレックス新潟レディースが県代表と
して闘い、見事準優勝を果たし、2011年には上尾野辺めぐみ・阪口夢穂(現:日テレ・ベレーザ)
の両選手が、上述の女子Ｗ杯ドイツ大会のなでしこジャパンメンバーとして優勝に貢献しました。
さらに同年の皇后杯全日本女子サッカー選手権大会では奥山監督の下、元日決戦まで駒を
進め、クラブ史上初の準優勝を果たしました。その後2016年までに計4度の準優勝を飾るなど
(いずれもINAC神戸に惜敗)、新潟の女子サッカー文化とともにチームも着実に成長を続けてき
ています。

その他、2012年ロンドン五輪や2015年カナダＷ杯をはじめ、今日に至る世界大会においても
新潟からはコンスタントに日本代表選手を輩出、2019年はドイツＷ杯のメンバーに平尾知佳選
手が選出されました。

タイトル獲得を目指して一丸となって戦うとともに、地域密着の活動を数多く重ねることで、皆様
にとってより身近な存在となり、応援支援の熱量と実力が日増しに大きくなり、名実ともに日本一
のなでしこクラブとなれるよう努めて参ります。

皆様におかれましては、 『人づくり』『マチづくり』『豊かなスポーツ文化の創造』というクラブ理念
と上述チーム目標をご理解いただき、共に歩むパートナーとしてご支援とご協力を賜りますよう、
何卒よろしくお願い申し上げます。

日本一のパートナーシップ PARTNERSHIP 01
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■ リーグの概要

Ｖ

加盟チーム（２０２１シーズン）03

名称：日本女子プロサッカーリーグ（通称：WEリーグ）

名称01

理念

女子サッカー・スポーツを通じて、夢や生き方の多様性にあふれ、一人ひとりが輝く社会
の実現・発展に貢献する。
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年間スケジュール（２０２１-２０２２シーズン） ※予定04

◆ WEリーグ ： １１チームによるホーム＆アウェーの全２０試合のリーグ戦 ⇒ ホームゲーム１０試合
その他にプレシーズンマッチ、皇后杯が開催されます。

なでしこジャパン
（日本代表）

ノジマステラ神奈川相模原

神奈川県相模原市

プレシーズン
マッチ

東京オリンピック
パラリンピック

WEリーグ
前半戦

皇后杯
皇后杯

日テレ・東京ヴェルディ
ベレーザ 東京都稲城市

アルビレックス新潟
レディース 新潟県/新潟市/聖籠町

浦和レッドダイヤモンズ
レディース 埼玉県さいたま市

大宮アルディージャ

埼玉県さいたま市

ちふれASエルフェン埼玉

埼玉県狭山市

ジェフユナイテッド市原・
千葉レディース

千葉県市原市/千葉市

INAC神戸レオネッサ
兵庫県神戸市

AC長野パルセイロ・
レディース 長野県長野市

サンフレッチェ広島F.C
広島県広島市

月 04    05    06    07    08    09    10    11   12    01    02    03    04    05   

4～6試合程度を予定

後半戦

マイナビ仙台レディース

宮城県仙台市
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■ アルビレックス新潟レディース紹介

歴史と将来像

目標

●自主自立の経営で事業拡大と強化育成に注力。
●名実とも（ファン・サポーターやホームタウンの応援熱量と実力とも）に日本一の

タイトルを獲得。（リーグ戦、カップ戦、皇后杯いずれか）
●老若男女、障がい有無、地域問わず女子サッカーの普及・発展・競技力向上に努める。

02

理念

●未来ある子供たちに「夢を与えられる人づくり」に貢献します。
●地域の人々と共に「活気あふれるまちづくり」に貢献します。
●地域と世界を結ぶ「豊かなスポーツ文化の創造」に貢献します。

01

リーグの頂点を目指し
新潟から全国へ

日本一のクラブを発信！

チーム結成

２００２

県内活動が中心

北信越制覇

２００３

北信越女子サッカーリーグ
を参戦１年目で全勝優勝し、
日本女子サッカーリーグ
昇格が決定

なでしこ
２部リーグ

優勝

２００６

WEリーグ
参入

２０２１

応援熱量と実力の
両面で日本一と
誇れるチーム
づくりを
目指します

新潟国体
準優勝

２００９

なでしこ
１部リーグ

参戦

２００７

２０１１

01アルビレックス新潟レディースは日本一を目指します MISSION＆VISION 03

２０１３

WEリーグ １１チーム

２０１５
皇后杯

全日本女子サッカー
選手権大会
準優勝

皇后杯
全日本女子サッカー

選手権大会
準優勝

皇后杯
全日本女子サッカー

選手権大会
準優勝

２０１６
皇后杯

全日本女子サッカー
選手権大会
準優勝
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06日本一のパートナーシップ２０２１シーズン選手一覧 TEAM 04

■ 選手・監督紹介
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ユニフォーム広告

⚫ アルビレックス新潟レディースの選手が着用するユニフォームの各面を広告スペースと
して、社名・商品ブランド名等を掲出します。

⚫ 対象は、日本女子プロサッカーリーグが主催する公式戦全試合となります。

①

PARTNERSHIP
01スポンサーメリット～スタジアム・クラブ活動媒体～ MERIT 05

50cm2

１５０ｃｍ２

〔胸〕120,000千円

〔襟まわり〕50,000千円
〔左袖〕40,000千円

〔パンツ表〕30,000千円

〔背中〕70,000千円

〔背中裾〕40,000千円

ユニフォーム

〔パンツ裏〕10,000千円
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06日本一のパートナーシップユニフォーム露出イメージ MERIT 06



06日本一のパートナーシップスポンサーメリット～スタジアム・クラブ活動媒体～ MERIT 07

トレーニングウェア広告

■アルビレックス新潟レディースの選手が着用する
トレーニングウェアの各面を広告スペースとして、
社名・商品ブランド名等を掲出します。

■試合前練習時やイベント、メディアによる報道など、
年間を通じて高い露出が見込めます。

■イメージ図のアイテムやデザイン・色・ロゴサイズ
等は、実際と異なる場合もあります。また、取付
位置については、お打ち合わせによって配置させ
ていただきます。

■契約時期によっては、シーズンインからロゴ取付
できない場合もございます。

②

ボランティアビブス広告

■ホームゲームのボランティアスタッフの方々が着用
するビブス（ゼッケン）の前面、背面を広告スペース
として貴社名や貴ブランド名等を掲出いたします。

■前面6社、背面6社、計12枠をご用意しています。

■露出着用対象はホームゲーム全試合となります。

■契約時期によっては、シーズンインからロゴ掲出
できない場合もございます。

②

※デザインは変更になる場合がございます。

＜胸＞
200cm2

10,000千円

＜襟まわり＞
25cm2

5,000千円

＜袖（右・左）＞
50cm2

3,000千円

＜パンツ＞
80cm2

1,700千円

＜背中＞
200cm2

5,000千円

前面 背面

約70cm2

300千円
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06日本一のパートナーシップトレーニングウェア露出イメージ MERIT 08



スポンサーメリット～スタジアム・クラブ活動媒体～ MERIT 09

アドボード広告③

●協賛クラスA：天地90×左右450㎝、協賛クラスB：90×225㎝、地色を含む４色まで、
片面、カッティングシート貼りのＡ型看板
担架バナー広告：50×100㎝

●貴社名、商品名、サービス名、キャッチフレーズ等が挿入できます。
●掲出位置は、クラブ側任意となり、各ゲームごとにローテーションいたします。
（主にバックスタンド側かゴール裏）

●対象試合は、WEリーグホームゲームです。 ※プレシーズンマッチについては、別途ご相談
●シーズン終了後、看板写真を額に入れて進呈いたします。
※親善試合、全日本女子サッカー選手権は対象となりません。

オフィシャルAユニフォーム

アドボードオフィシャルB

バックパネル社名表示④

●記者会見でのバックパネルにスポンサーロゴを
表示します。

●スポンサー名は、複数社で表示されます｡
●ミックスゾーン（記者会見場）の１箇所。
●メディアによる露出が高い媒体です。

社名場内アナウンス⑤

●会場アナウンスでスポンサー名を読み上げます。（試合開始前とハーフタイムの計２回）

サンクスデー企画権利⑧

●任意のホームゲームを貴社の冠試合として様々な広告・販促活動を行うことができます。
（例：入場ゲートでのチラシ配布、ノベルティサンプリング、ＰＲブース設置、ＣＭ放送）
ただし、各種販促活動における実費（製作費や人件費、備品代等）は別途発生いたします。
また、会場の構造によっては実施できない場合がありますので、事前にご相談ください。

オフィシャルAユニフォーム

オフィシャルAユニフォーム

アドボードオフィシャルB
クラブ媒体での社名ロゴ掲載⑥⑦

●⑥クラブ公式サイト社名記載 / リンク
パートナー一覧ページに貴ロゴ掲載し、
貴社サイトへのリンクを貼ります。

●⑦会場情報誌「マッチデープログラム」の
パートナー一覧ページに貴ロゴを掲載。

オフィシャルAユニフォーム

オフィシャルB

オフィシャルAユニフォーム

アドボードオフィシャルB

ピッチ脇アドボード掲出例

担架バナー広告掲出例



MERIT 08スポンサーメリット～プロパティ使用権・その他～ MERIT 10

【ご注意 】
上記の１～３の権利活用の範囲は次のとおりです。
①広告・販売促進活動・・・（マス４媒体広告、ポスター、ＰＯＰ等のＳＰツール、その他）
②無償販促物制作・・・（キャンペーンでのノベルティなど）
※販売されるもの(製品・サービス・広告類その他)は、別途商品化契約(ロイヤリティ設定)が
必要となりますので、弊社グッズ担当までご相談ください。
また、無償販促物（プレミアムグッズ）はオフィシャルスポンサーシップを提携いただいた上
で申請・認可が必要となります。
詳細については、弊社営業担当までお問い合わせいただけますようお願い申し上げます。

●下記フレーズを貴社の広告・販促活動にご使用いただけます。

○○○は、アルビレックス新潟レディースを応援しています！
私たちは、アルビレックス新潟レディースの△△△スポンサーです。

スポンサー呼称権利①

クラブプロパティ、レディース応援マーク使用権利②

●貴社の広告宣伝活動にアルビレックス新潟のクラブプロパティをご活用いただけます。

〔ロゴ〕 〔クラブマスコット〕〔エンブレム〕 〔クラブフラッグ〕 〔応援マーク〕

アルビレックス新潟レディースを応援するメッセージとともにご利用ください。
アドボードスポンサーは、応援マークのみとなります。

●貴社の広報活動にアルビレックス新潟レディースの
選手肖像（右写真）をご使用になれます。

・選手集合写真を無償でご使用いただけます。
・その他の集合肖像や個人肖像（プレー写真など）
は基本的に有償となります。
使い方についてはクラブ担当者にご相談ください。

選手肖像（集合写真）使用権利③

●試合会場にて、ＰＲブースの設置や
サンプリングを行うことができます。

・サンプリング実施費用および
ＰＲブース設置費用は別途となります。

会場サンプリング・ＰＲブース展開権利④

オフィシャルAユニフォーム

アドボードオフィシャルB

オフィシャルAユニフォーム

オフィシャルB

オフィシャルAユニフォーム

オフィシャルB

オフィシャルAユニフォーム

アドボードオフィシャルB

2021シーズン集合肖像イメージ



●クラブプロパティや選手肖像を活用した独自の販促キャンペーンやイベント企画等の
広報PR活動が実施できます。

販促キャンペーン・選手イベント展開権利⑤

【ご注意】
所属選手のほとんどがアマチュアであり、平日は学生や社会人であるため、肖像の利用や選手出演など
販促活用については、実施時期・内容など事前にご相談させていただけますよう、お願いいたします。

PR企画、選手出演イベントの事例

【選手イベント出演】
コロナまつり
⚫ 三条市で行われたスポンサーの地域イベントに選手が出演し、

サイン会や握手会、選手サイン入りグッズなどが当たるじゃんけん大会を実施しました。

【サッカー教室参加】
新潟県主催のアルビレックス新潟レディース親子サッカー教室 in 聖籠
年中～小学6年生の男の子、女の子を対象（定員親子50組100名）に、気軽にスポーツに親しみ楽しん
でいただくことを目的とした新潟県主催のサッカー教室に選手が参加、指導をしました。

MERIT
09スポンサーメリット～プロパティ使用権・その他～ MERIT 11

●アルビレックス新潟レディースホームゲーム入場チケットを進呈いたします。

・来賓席を２枚、S自由席を最大20枚進呈いたします。（協賛カテゴリーで変わります）
・チケットは、社員の福利厚生や販促キャンペーン、営業ツールとしてご活用ください。

招待チケット進呈⑥
オフィシャルAユニフォーム

アドボードオフィシャルB

オフィシャルAユニフォーム

オフィシャルB
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●ホームゲーム入場者数は、2部リーグ全体の半分近くのシェアを占め、Ｌリーグ全体でも2番目
となりました。
●1部リーグに昇格する07年シーズンからは、より多くのサポーターの来場が予想されます。

01ご参考：２０２０なでしこリーグデータ DATA 12

◇2020プレナスなでしこリーグ1部 試合日程
節 試合日 キックオフ 対戦チーム 試合会場 試合結果 来場者数

1 7月19日 （日） 17:00 マイナビベガルタ仙台レディース 松島フットボールセンター ○1-0 無観客

2 7月25日 （土） 18:00 浦和レッドダイヤモンズレディース 新潟市陸上競技場 ●2-3 無観客

3 8月1日 （土） 18:00 セレッソ大阪堺レディース 新潟市陸上競技場 ●0-1 553人

4 8月9日 （日） 18:00 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 味の素フィールド西が丘 △2-2 732人

5 8月15日 （土） 18:00 伊賀ＦＣくノ一三重 新発田市五十公野公園陸上競技場 △1-1 473人

6 8月22日 （土） 18:00
ジェフユナイテッド市原・千葉

レディース
新発田市五十公野公園陸上競技場 ○2-0 500人

7 8月30日 （日） 17:00 浦和レッドダイヤモンズレディース 浦和駒場スタジアム ●1-2 1,119人

8 9月6日 （日） 18:00 INAC神戸レオネッサ デンカビッグスワンスタジアム ○2-1 905人

9 10月31日 （土） 13:00 ノジマステラ神奈川相模原 神奈川県立保土ヶ谷公園サッカー場 ○1-0 172人

10 9月13日 （日） 16:00
ジェフユナイテッド市原・千葉

レディース
フクダ電子アリーナ ○2-1 352人

11 9月20日 （日） 16:00 マイナビベガルタ仙台レディース 新潟市陸上競技場 ●0-1 768人

12 9月27日 （日） 12:00 愛媛FCレディース
十日町市当間多目的グラウンド

クロアチアピッチ
○2-0 317人

13 10月4日 （日） 13:00 セレッソ大阪堺レディース J-GREEN堺S1メインフィールド ●1-2 343人

14 10月11日 （日） 13:00 ノジマステラ神奈川相模原
十日町市当間多目的グラウンド

クロアチアピッチ
○1-0 544人

15 10月18日 （日） 12:00 愛媛FCレディース 愛媛県総合運動公園球技場 ●0-1 310人

16 11月8日 （日） 13:00 伊賀FCくノ一三重 上野運動公園球技場 ○1-0 401人

17 11月14日 （土） 13:00 日テレ・東京ヴェルディベレーザ デンカビッグスワンスタジアム △0-0 1,742人

18 11月21日 （土） 13:00 INAC神戸レオネッサ ノエビアスタジアム神戸 ●0-2 2,197人

※第1節および第2節はリモートマッチ(無観客試合)での開催となりました。
※プレナスなでしこリーグカップは新型ウイルス感染症感染拡大防止のため中止となりました。

順位 チーム 勝点 試合 勝 分 敗 得点 失点
得失
点差

1 浦和レッドダイヤモンズレディース 44 18 14 2 2 37 17 +20

2 INAC神戸レオネッサ 35 18 11 2 5 33 19 +14

3 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 31 18 9 4 5 45 22 +23

4 セレッソ大阪堺レディース 30 18 8 6 4 32 36 ‐4

5 アルビレックス新潟レディース 27 18 8 3 7 19 17 +2

6
ジェフユナイテッド市原・千葉
レディース

23 18 6 5 7 30 29 +1

7 マイナビベガルタ仙台レディース 22 18 6 4 8 26 24 +2

8 ノジマステラ神奈川相模原 15 18 4 3 11 18 30 -12

9 伊賀ＦＣくノ一三重 14 18 4 2 11 17 33 -16

10 愛媛ＦＣレディース 12 18 3 3 12 16 46 -30

◇2020プレナスなでしこリーグ1部順位表

ホームゲーム
平均観客数

725人

※ピンクの色塗りがホームゲーム



MERIT 08その他の応援協賛企画：サポートパートナー
～ご協賛のポイントで応援企画をお選びいただけます～

OPTION 13

基本プラン 選べる４つのコース

ご予算に応じて、４つのコースをご用意しています。

コースＳ： 30万円・・・40ポイント
コースⅠ： 20万円・・・25ポイント
コースⅡ： 10万円・・・12ポイント
コースⅢ： 5万円・・・ 5ポイント

＜共通メリット＞
●クラブ公式サイトに貴社名を記載(ゴシック統一書体)し、貴社サイトにリンクします。
●試合会場内のスポンサー一覧ボードに貴社名を記載（ゴシック統一書体）します。
●クラブポスターを進呈します。
●スポンサー呼称権利「○○○はアルビレックス新潟レディースのサポートパートナーです」。

上記に加え、ポイントに応じて①～⑧をご自由に組み合わせいただけます。

●のぼり旗の下部に、貴社名、ロゴ等を掲載いたします。
●1口＝3ポイントにつき、計4枚のぼり旗を作成いたします。

1口につき、最大2枚をホームゲームに掲出できます。
※掲出位置はクラブ任意となりますので、ご了承ください。
※4枚すべてを貴社に納品することもできます。

●サイズ：天地180cm×左右60cm。
※下部の天地20cm×左右60cmが広告スペースとなります。

応援のぼり旗 3ポイント①

※写真はイメージです

●貴社名/ロゴを掲載したうちわを制作いたします。
●1口＝2ポイントにつき100枚
社内外でのご活用やホームゲームにて来場者
に配布することも可能です。
※配布のご協力でお越しいただいた貴社の方
には観戦チケットをご進呈。

応援うちわ 2ポイント②

※写真はイメージです
こちらに貴社名（orロゴ）を掲載いたします

●WEリーグホームゲームの中から、お好きな1試合をお選びいただけます。
●試合会場にて、サンプリングを行うことができます。
※サンプリングのご協力にお越しいただいた貴社の方には観戦チケットを進呈させていただきます。

会場サンプリング展開権利 5ポイント③

●●●●

こちらに貴社名（orロゴ）
を掲載いたします



スポットバナー広告 5ポイント／試合 ※制作費別途（初回のみ約3万円or3ポイント）④

●WEリーグ、ホームゲームの中から、
お好きな試合をお選びいただけます。

●天地９０×左右４５０㎝、
地色を含む４色まで。

●ターポリン生地のバナー広告。
●企業名、商品名、サービス名、
キャッチフレーズなどを表現。

●縦１：横５ の比率で貴社指定の
カラー原稿をご用意ください。

●掲出位置は、リーグとクラブ側で
調整した上で決めさせていただきます。
※主に向正面(バックスタンド)脇側か
両ゴール裏のスタンド最前列想定。

⑦

●S自由席（メインスタンド）の引換券を4枚進呈いたします。
●お好きな試合をお選びいただけます。福利厚生などにご活用ください。

S自由席観戦チケット進呈 1ポイント

OPTION 14

選手サイン入りユニフォーム進呈 2ポイント⑥

●希望選手1名のサイン入りユニフォームを進呈いたします。
●フィールドプレーヤ―1st（オレンジ）、フィールドプレーヤー2nd（白）
からお選びいただけます。

●サイズは S／M／L／O／XO／2XO／3XO／4XO からお選びいただけます。
※予定枚数に達し次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。

その他の応援協賛企画：サポートパートナー
～ご協賛のポイントで応援企画をお選びいただけます～

●ホームゲームのボランティアスタッフの方々が着用する
ビブス（ゼッケン）の前面、背面を広告スペースとして
貴社名や貴ブランド名等を掲出いたします。

●前面6社、背面6社、計12枠をご用意しています。

●露出着用対象はWEリーグホームゲームとなります。

ボランティアビブス広告 30ポイント⑤

前面 背面

約70㎠
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◼ メディアでのユニフォーム・トレーニングウェア露出例

アルビレックス新潟レディース メディア露出 MERIT 15

2021年2月9日（火）スポーツニッポン

2020年9月20日（日）新潟日報2020年9月7日（月）新潟日報

2020年10月17日（土）スポーツニッポン

2020年10月15日（木）新潟日報モア 2020年7月25日（土）新潟日報モア
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◼ メディアでのユニフォーム・トレーニングウェア露出例

アルビレックス新潟レディース メディア露出 MERIT 16

スタンダード新潟 2019年8-9月号

2020年10月18日（日）新潟日報 2020年8月20日（木）日刊スポーツ



01２０２１シーズン スポンサーメリット一覧 MERIT 17

オフィシャル

胸 背中 背中裾 襟まわり 左袖 パンツ（表） パンツ（裏）

120,000 70,000 40,000 50,000 40,000 30,000 10,000 5,000

― ― ―
2社
／
2社

1社
／
1社

1社
／
1社

1社
／
1社

6社
／

10社

   スタジアム・クラブ活動媒体

① ユニフォーム広告 胸面 背面 背中裾 襟まわり 左袖 パンツ パンツ

② トレーニングウェア・ボランティアビブス広告

③ アドボード広告 2基 2基 2基 2基 2基 2基 2基 1基(※)

④ バックパネル社名表示 ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

⑤ 社名場内アナウンス ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

⑥ 「オフィシャルＨＰ」社名記載/リンク ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

⑦ マッチデープログラム社名記載 ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

⑧ サンクスデー企画権利 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回

   プロパティ使用権・その他

スポンサー呼称権利
(ユニフォーム/オフィシャル）

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

スポンサー呼称権利　(アドボード）

クラブプロパティ使用権利 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

レディース応援マーク使用権利 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

③ 選手肖像使用権利　（集合肖像） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

④ 会場サンプリング・ＰＲブース展開権利 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

⑤ 販促キャンペーン・選手イベント展開権利 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

来賓用ゾーン指定席（ご招待状）
※無料試合は除く

2席 2席 2席 2席 2席 2席 2席 2席

招待チケット進呈（自由席） 20枚 20枚 20枚 20枚 20枚 20枚 20枚 20枚

⑦ 有償商品の商品化権利 別途契約 別途契約 別途契約 別途契約 別途契約 別途契約 別途契約 別途契約

備考

※看板掲出位置は、クラブ側で任意調整させていただきます。
　 会場のスペースやスポンサー看板の枚数により、ゴール裏2列目への掲出となる場合がございますので、予めご了承ください。

【カテゴリー】 オフィシャルスポンサー

【ご協賛料金】　（単位：千円、税別）

【募集社数／募集枠】

【名称】
ユニフォーム

①

②

⑥

募集中募集中募集中 募集中 募集中



PARTNERSHIP
01２０２１シーズン スポンサーメリット一覧 MERIT 18

サポートパートナー

コースＳ コースⅠ コースⅡ コースⅢ

㊵ポイント ㉕ポイント ⑫ポイント ⑤ポイント

300千円 200千円 100千円 50千円

特典例（基本メリットに付随して選択可能）

・バナー広告
4試合掲出⑳

＋
・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
ｾﾞｯｹﾝ広告⑳

・バナー広告
1試合掲出⑤

＋
・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
ｾﾞｯｹﾝ広告⑳

・バナー広告
2試合掲出⑩

＋
・応援うちわ②

・応援
のぼり旗③

＋
・選手ｻｲﾝ入
ﾕﾆﾌｫｰﾑ②

胸 背中 襟まわり 袖 パンツ表 パンツ裏

15,000 5,000 5,000 3,000 2,500 2,000

2社
／
3社

3社
／
3社

―
1社
／
4社

4社
／
4社

1社
／
1社

胸 背中 襟まわり 袖 パンツ表 パンツ裏

トレーニングウェア広告

その他露出度高のメニュー
＋αのご支援としてご検討ください

選んで楽しく参加できる新しい支援の形

募集中 募集中

胸 背中

300 300

4社
／
6社

6社
／
6社

胸 背中

ボランティア
ビブス広告

その他露出度高のメニュー
＋αのご支援としてご検討ください

募集中

Ａ Ｂ

1,500 1,500 800

―
28社
／

40社

29社
／

40社

   スタジアム・クラブ活動媒体

① ユニフォーム広告

② トレーニングウェア・ボランティアビブス広告

③ アドボード広告 1基(※) 1基(※) 1基(※)

④ バックパネル社名表示

⑤ 社名場内アナウンス ◎ ◎ ◎

⑥ 「オフィシャルＨＰ」社名記載/リンク ロゴ ロゴ ロゴ

⑦ マッチデープログラム社名記載 ロゴ ロゴ ロゴ

⑧ サンクスデー企画権利

   プロパティ使用権・その他

スポンサー呼称権利
(ユニフォーム/オフィシャル）

スポンサー呼称権利　(アドボード） ◎ ◎ ◎

クラブプロパティ使用権利

レディース応援マーク使用権利 ◎ ◎ ◎

③ 選手肖像使用権利　（集合肖像）

④ 会場サンプリング・ＰＲブース展開権利

⑤ 販促キャンペーン展開権利

来賓用ゾーン指定席（ご招待状）
※無料試合は除く

2席 2席 2席

招待チケット進呈（自由席） 20枚 20枚 10枚

⑦ 有償商品の商品化権利 ― ― ―

備考

①

②

⑥

【名称】

【ご協賛料金】　（単位：千円、税別）

【募集社数／募集枠】

アドボードスポンサー

担架
バナー

アドボード

【カテゴリー】

募集中

募集中 募集中 募集中 募集中募集中募集中 募集中
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