
（株）中日ドラゴンズ 営業本部 企画営業部

tel.052-737-1189

● 商品取引業、消費者金融、風俗営業、社会問題となっている企業・団体などはお申し込みの対象外とします。
● オフィシャル・パートナーと競合する企業・団体様につきましても、お申し込みの対象外とさせていただきます。
● その他中日ドラゴンズ、バンテリンドーム ナゴヤの営業方針と合致しない企業・団体もお申し込みを受け付けることができませんのでご了解ください。

● 本シートは（株）中日ドラゴンズの商標利用についての簡易説明書です。ご興味をお持ちいただけましたら、より詳細な説明をさせていただきます。
● マスコットやチアドラゴンズのイベント派遣については、派遣できない日もございます。希望の日をお聞きしたうえで、調整をさせていただきますのでご了承ください。
● 実施については、事前にご契約書の締結が必要となります。お問い合わせから実施まで１カ月程度かかりますので、ご承知ください。

● 本シートに掲載の情報は2021年11月下旬現在のものです。予告することなく変更する場合がありますので、ご承知ください。
   また、実施については、特定の条件が必要な場合もございますのでご注意ください。

● チアドラゴンズの5名の選定は弊社一任とさせていただきます。
● チアドラゴンズの4名以下、6名以上での招聘を希望される場合はご相談ください。
● MC（司会進行係）が必要な場合は別途費用をいただきます。尚、バンテリンドーム ナゴヤで試合がある日程は出演いたしかねます。
　また、地方開催公式戦、ビジター球場開催で遠征の可能性がございますので日程はご相談ください。

ご注意

その他

申し込み受付

オプションに
ついて

ただし、「キャンペーン商標利用」とは別の契約となります。

詳しくは、㈱中日ドラゴンズ 営業本部 企画営業部（052-737-1189）までお問い合わせください。

※画像とイラストは全て20
19年度のものです。

※画像とイラストは全て20
19年度のものです。

総製作費の10%
※ご利用料金

リストバンド
（イオンモールナゴヤドーム前）様

リストバンド
（イオンモールナゴヤドーム前）様

ボックスティッシュ
（東海ラジオ）様
ボックスティッシュ
（東海ラジオ）様

クオカード
（ローソン）様
クオカード

（ローソン）様

タオル
（ローソン）様
タオル

（ローソン）様トートバッグ
（ローソン）様
トートバッグ
（ローソン）様

うちわ
（東明グループ）様

うちわ
（東明グループ）様

クリアファイル
（東明グループ）様
クリアファイル

（東明グループ）様

エコバッグ
（アサヒビール）様

エコバッグ
（アサヒビール）様

「キャンペーン商標利用」は広告・宣伝を対象とした契約ですので、
別の契約を結ばせていただきます。商品単価や予定販売数などをもとに、
ロイヤリティ（％）を設定させていただきます。詳しくは(株)中日ドラ
ゴンズ営業本部企画営業部グッズ担当者までご相談ください。

A. 可能です。
本シートに記載の条件では、5名以上の利用での契約をお願い
しております。それ以外は個人での広告契約になりますので、
別途費用を申し受けます。

A. 個別契約もできます。

特定の選手1名だけを起用したいのですが、
個別契約はできますか？

Q1 Q2

Q3
Q4

優勝キャンペーンはできますか?

ドアラや球団ロゴマークを使って、
オリジナル商品を作り販売することはできますか？

2週間だけの商標を使用したキャンペーンを
実施したいのですが、契約はできますか？A. 可能です。

ただし、クライマックスシリーズ進出決定後からは別途費用が
発生しますのでお問い合わせください。

期間・使用する商標に応じて個別に契約料金を設定させていただきます。

A. 可能です。

●ドラゴンズのマークを使っただけで、取引先やお客様からの関心が高まりました。
なにより「話題」になることが多くなりました。（流通・メーカー・サービス業）

●ドラゴンズキャンペーンの魅力は、流通店舗の「棚」をとれること。（メーカー）
●ターゲットはファミリーや女性です！ドアラがしっかりとつかまえてくれています。
              　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（流通・メーカー）

お申し込み
お問い合わせ

中日ドラゴンズの商標をご利用いただいた企業様の声

（東明グループ）様（東明グループ）様（東明グループ）様

商品を知って欲しい

FAQ

ノベルティ実例 
（オプション） お客様に来て欲しい

中日ドラゴ
ンズの

人気マスコ
ット「ドアラ

」。

他にも、シャ
オロンや

パオロン、

チアドラゴ
ンズが

キャンペー
ンを

盛り上げま
す!!



※交通費・消費税別　※その他のセット料金もございます。お問い合わせください。　※イベント価格は2021年11月下旬の価格です。※交通費・消費税別　※その他のセット料金もございます。お問い合わせください。　※イベント価格は2021年11月下旬の価格です。

ドアラ

ドアラ＆シャオロン＆

パオロン

チアドラゴンズ（5名）

ドアラドアラ シャオロンシャオロンパオロンパオロン

ロゴやマスコットを使用してメディアや店頭などで様々な広告展開が可能です!!

▪各種POP（店内・店頭）
▪案内チラシ&ポスター
▪各種POP（店内・店頭）
▪案内チラシ&ポスタープロモーションセールスの例プロモーションセールスの例 ▪イベント・展示会・キャンペーン企画

▪新聞広告・雑誌・TV-CM・Webサイト
▪イベント・展示会・キャンペーン企画
▪新聞広告・雑誌・TV-CM・Webサイト

100万円
（税別）

コースコース基本

※
1

オプション

ロゴマーク／

マスコット（イラスト）

を提供

基本コース❶

球団ツイートで

キャンペーンの告知   

（1回）

基本コース❷

ドラゴンズニュースに

キャンペーンの告知

（1回）

基本コース❸

コースコースA 50万円
（税別）

チアドラゴンズ／

マスコット（実写）

コースコースB 50万円
（税別）

80万円
（税別）

選手画像（実写）

コースコースA コースコースB
※集合肖像（5名以上）に限ります。

万円

例 ★ドラゴンズ応援セール  
★がんばれドラゴンズキャンペーン
★ドラゴンズ開幕応援キャンペーン  
★行け行け!! 開幕応援セール

〔※1〕を必ずお読み下さい。

40

万円50 万円20

イベント出演料
※30分／２ステージ

（税別）

（税別） （税別）

（イメージ）（イメージ）

※1ヶ月の料金は100万円（税別）となります。※1ヶ月以上使用する場合は、1ヶ月の価格表×使用月数となります。
※広告物、制作物は、球団の事前監修が必要となります。メール（PDFまたはJPEG）で送信し許諾を得て制作ください。
※確認作業に3～4日（土・日・祝含まず ）程度かかりますので予めご了承ください。
※球団Twitterやドラゴンズニュースでの告知は、球団にまつわる告知内容でない場合は投稿できません。
※球団商標利用費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても原則として、減額や払い戻しは致しません。
※球団からの提供は、写真(画像）またはイラストのみとなります。許諾条件について右下の※1をご確認ください。
※別途新たに撮影する場合は、広告出演料＋稼働費等が発生します。詳しくはお問い合わせ下さい。

シャオロンシャオロンパオロンパオロン ドアラドアラ

※イラストは全て2021年度のものです。
※イラストは130種類以上ございます。
※イラストは全て2021年度のものです。
※イラストは130種類以上ございます。

（実例）エディオン高針原店様（実例）エディオン高針原店様

プライマリーマークプライマリーマーク

▼許諾条件について
①依頼者のキャンペーン等の名称の一部にプロパティを使用すること。
※球団ロゴ等を使用しなくても、ドラゴンズの名前（呼称権）やグッズプレゼントのみの表記でも、

　　営利目的としたキャンペーンと判断した場合は、通常料金の費用が発生します。
　※写真またはイラストのデータの提供は契約締結後となります。
②依頼者のキャンペーン等に使用する装飾、販促物、配布する資材、広告宣伝物等にプロパティを使用すること。
③依頼者が行う新聞、雑誌、WEBサイト等の広告宣伝にプロパティを使用すること。
④キャンペーン商標利用の権益には、以下のものが含まれておりません。依頼者が以下のものを使用する場合（関連する内容含む）
には、別途許諾料20%が発生します。※例：基本コース100万円（税別）の場合、20％プラスとなります。120万円（税別）。

　※優勝ロゴ（リーグ優勝、クライマックスシリーズ優勝、日本シリーズ優勝、交流戦優勝等）
　※優勝テキスト（優勝が連想されるテキスト（例）優勝おめでとう等）

※当日のイベント出演者は、5名となります。※当日のイベント出演者は、5名となります。

チアドラゴンズチアドラゴンズ

※A・Bは写真の提供となります。
※実写画像は全て2021年度のものです。
※A・Bは写真の提供となります。
※実写画像は全て2021年度のものです。

ドアラドアラ

ドアラドアラ

シャオロンシャオロン

パオロンパオロン ※5選手の選定についてはご要望を承りますが、
　使用できない選手もいますのでご了承ください。
※5選手の選定についてはご要望を承りますが、
　使用できない選手もいますのでご了承ください。

※5選手の選定についてはご要望を承りますが、
　使用できない選手もいますのでご了承ください。
※5選手の選定についてはご要望を承りますが、
　使用できない選手もいますのでご了承ください。

選手5名選手5名 選手5名選手5名

キャンペーン商標利用
組み合わせ例組み合わせ例

ドアラの人気度
12球団メインマスコット
総選挙のまとめ（2021）
得票率59.0%の圧倒的支持で

ランキングトップに輝いたのはドアラ！
■投票結果一覧

ドアラ（中日）                    59.0%　　 8626
つば九郎（ヤクルト）                    25.3%　　 3706
DB.スターマン（DeNA）         4.5%　　　652
レオ（西武） 　　　　         2.6%　　　377
トラッキー（阪神）                      1.8%　　　265
マーくん（ロッテ）                      1.4%　　　204
スラィリー（広島）                      1.3%　　　188
バファローブル（オリックス）          1.1%　　　159
ジャビット（巨人）                      0.9%　　　138
ハリーホーク（ソフトバンク）         0.8%　　　112
フレップ・ザ・フォックス（日本ハム）     0.7%　　　102
クラッチ（楽天）                      0.7%　　　  95

ドアラ（中日）                    59.0%　　 8626
つば九郎（ヤクルト）                    25.3%　　 3706
DB.スターマン（DeNA）         4.5%　　　652
レオ（西武） 　　　　         2.6%　　　377
トラッキー（阪神）                      1.8%　　　265
マーくん（ロッテ）                      1.4%　　　204
スラィリー（広島）                      1.3%　　　188
バファローブル（オリックス）          1.1%　　　159
ジャビット（巨人）                      0.9%　　　138
ハリーホーク（ソフトバンク）         0.8%　　　112
フレップ・ザ・フォックス（日本ハム）     0.7%　　　102
クラッチ（楽天）                      0.7%　　　  95

マスコット名                    得票率       投票数マスコット名                    得票率       投票数

（実例）キリンビバレッジ（株）様（実例）キリンビバレッジ（株）様
（実例）理研ビタミン（株）様（実例）理研ビタミン（株）様

球団ツイートで告知

大正製薬様大正製薬様

（※週刊ベースボールONLINEにて実施）（※週刊ベースボールONLINEにて実施）


