
独立リーグ 参入チーム結成に向けた計画書

～野球事業を通して地域の活性化を図る～

紀州レンジャーズ設立準備委員会

プロ野球チーム“紀州レンジャーズ”の立上げ



計画主旨

【はじめに】

【目的】

【計画概要】

【計画の方向性】

地方行政の自立化に伴ない、地域のそれぞれが、自らの魅力を創造し、またその魅力を内外に発信
し、地域の活性化を図ることが重要となっています。
また同時に、自らの地域に誇りや愛着が希薄になっているという現状は、現在社会における大きな
課題であることを否めません。街中でゴミを捨て、タバコのポイ捨てをしても平気でいられる…。
このような人々は果たして自分の家などでも同じことをできるでしょうか？　このような観点から
も、自らの地域に愛着が薄れている、自分さえ良ければという考え方が蔓延している、悲しい時代
となっているように思えます。
今回の企画は、それぞれの地域に暮らす人々が、自らの地域に誇りを持って愛する気持ちを取り戻
してもらうための契機となるだけでなく、行政指導の地域活性化策だけに頼らない、地域に暮らす
人々主導の、地域活性の起爆剤としてご提案いたします。

地域経済の活性化

独立リーグへの参入

和歌山県のプロ野球チーム
「紀州レンジャーズ」の立ち上げ

スポーツ振興地域愛の契機づくり

地域の特色を活かし、その地域に暮らす人々が自分達のチームとして、心から応援
できる“完全地域密着型”のプロ野球チームを立ち上げます。
地域の活性化、地域愛の醸成、スポーツ振興を目的としつつ、完全な地域密着型チー
ムであることを大前提とし、地域の人々に愛されるチームとしての素養を持ち合わせ
た組織を目指すものとします。

今後、設立されていくであろう近隣地域での独立チームに参入し、リーグに加盟した
チームのひとつとしての活動やホーム試合の開催・管理・運営を行なう事により、地
域単体からひと回り広げた枠組みの中で活動し、和歌山の地域活性化を目指します。

①ボールパーク計画

②和歌山スポーツアカデミーの運営及び巡回型野球教室の運営

③地域振興やボランティア活動への積極的な参加

④サポーター組織の確立

⑤キャリアサポーター制度による生活基盤の確立

⑥マスコミとの良好なコミュニケーション





和歌山が目指すチームづくりについて②

全県民が知っている・応援される・交流する『和歌山県民球団』ポジションとブランドの確立

③地域振興やボランティア活動への積極的な参加 地域経済の活性化 地域愛の契機づくり

１）地域行事への参加

県内各地域で開催される祭りなどのイベントには積極的に参加し、より多くの方々に野
球の魅力・自身の事・チームの事を知ってもらい、球場まで足を運んでいただけるよう
に交流を行う。

２）社会福祉活動への参加

障害者施設でのスポーツ指導や高齢者施設での交流により、日常的に野球との接点が少
ない方々に対しても積極的にアプローチを図り、関心をもって頂く機会を創出する。
そして、球場に足を運んで頂き、元気と勇気を与えることを目指す。

２）巡回型野球教室の運営

ハイレベルな野球教室から幼児のキャッチボール体験まで、幅広いプランを用意し、県
内の野球レベルの向上・野球人口の底辺拡大・ファン獲得と固定化のため、積極的に取
り組んでいく。基本的には無料の巡回野球教室とし、指導者はスポンサーとなる企業広
告の入ったウェアを着用することで必要経費を賄えるように協賛企業を募集する。
年間50回程度の開催を目指す。このような活動は地域密着型球団経営において、非常に
重要な活動と位置づけ、地域に根ざしたプロスポーツ球団として、最も重要な経営施策
であると考える。

３）被災地などでのボランティア活動への参加

地震などの災害が発生した場合には、可能な限り被災地へと出向き、復興活動を積極的
に行なう。

各地での普及活動を通じて、子供が野球を好きなり、
家族とともに球場に通い、お世話になった選手を応援する。

次世代のプロ野球選手の育成、野球教室による野球振興とファンの獲得・固定化

②和歌山スポーツアカデミーの運営及び巡回型野球教室の運営 スポーツ振興

１）和歌山スポーツアカデミーの運営

ジュニアからプロまでの一貫した育成システム

により、各分野の専門家が個人の体力・秘術・

成長に合わせた練習やトレーニングを実施し、

次世代を担う優秀な人材を育成していく。 ジュニアジュニア

プ ロプ ロ



和歌山が目指すチームづくりについて③

サポーター特典としての入場施策による有料入場者の基盤を構築する

■サポーター特典（チケット・年間パスなどは平成21年度の独立リーグ参入後を対象としています）

※個人一般サポーターは、県内人口(約100万人)の１％を目標として設定

④サポーター組織の確立 地域経済の活性化 スポーツ振興

サポーターが試合の集客基盤となり、チームの運営資金をサポートする。

サポーターからの支援予定額　3,300万円

＊諸経費（会員管理・グッズプレゼント・郵送費など） 　　⇒   －1,000万円

【初年度目標会員数】

＊個人一般サポーター会費

＊個人シルバーサポーター会費

＊個人ゴールドサポーター会費

＊法人サポーター会費

＊法人ゴールドサポーター会費

2,000円/年  ×

10,000円/年  ×

30,000円/年  ×

60,000円/年  ×

120,000円/年  ×

10,000口  ⇒

500口  ⇒

200口  ⇒

100 口  ⇒

50 口  ⇒

2,000万円

500万円

600万円

600万円

600万円

一般サポーター
  ＜年会費2,000円 ＞

個人会員証・チケット(大人１枚)・会報の郵送(年３回)・
主催試合の入場割引(前売り価格)・ホームゲーム年間パスの購入権利・
プレゼント企画への参加権利・会員限定交流会への参加権利・
オリジナルグッズのプレゼント及び割引購入

シルバーサポーター
  ＜年会費10,000円 ＞

個人会員証・チケット(大人５枚)・会報の郵送(年３回)・
紀州レンジャーズオリジナルキャップ・選手名鑑・
主催試合の入場割引(前売り価格)・ホームゲーム年間パスの購入権利・
プレゼント企画への参加権利・会員限定交流会への参加権利・
オリジナルグッズのプレゼント及び割引購入

ゴールドサポーター
  ＜年会費30,000円 ＞

法人ゴールドサポーター
  ＜年会費120,000円 ＞

法人サポーター
  ＜年会費60,000円 ＞

個人会員証・チケット(大人15枚)・会報の郵送(年３回)・
紀州レンジャーズオリジナルキャップ・会員プレート・選手名鑑・
試合前練習見学・試合後記念撮影（グラウンド内で） 
主催試合の入場割引(前売り価格)・ホームゲーム年間パスの購入権利・
プレゼント企画への参加権利・会員限定交流会への参加権利・
オリジナルグッズのプレゼント及び割引購入

～個人会員～

～法人会員～

ホームページバナー広告・食事会へのご招待(年３回)・
選手名鑑やメンバー紹介の冊子への広告掲載・
指定席(２席×ホームゲーム分)

ホームページバナー広告・食事会へのご招待(年３回)・
選手名鑑やメンバー紹介の冊子への広告掲載・法人プレート
指定席(４席×ホームゲーム分)

※サポーター特典チケットは、大人１枚を子ども２枚として使用可能



和歌山が目指すチームづくりについて④

現役選手期間中における選手生活基盤の安定と優秀な人材の獲得、セカンドキャリアの
不安解消

給　　与：10万円/月
勤務時間：３月～11月(週1日・月30時間程度）
　　　　　12月～２月(週2日・月70時間程度）

＊企業イメージのアップ

＊企業の広報活動
　

＊販売促進

‥‥

‥‥‥‥
　

‥‥‥‥‥‥‥

協力企業名については選手紹介等の際に告知する。

選手が野球教室やイベント等行事に参加する際には、ユニ
ホームやウェアなどに企業名を掲示する。

マスコミ等に取り上げられることの多い選手を販売促進や
営業活動に参加させることで効果を発揮させる。

⑤キャリアサポーター制度による生活基盤の確立

県民に対して、日常的に様々な情報を提供できるようにマスコミとの良好な関係を構築する

※選手の雇用企業は、協力企業による集団面接や詳細な打合せにて決定していくものとする。

⑥マスコミとの良好なコミュニケーション 地域経済の活性化

地域愛の契機づくり スポーツ振興

地域愛の契機づくり スポーツ振興

キャリアサポーター制度協力企業に特別待遇にて雇用し

ていただき、選手(現役)生活基盤の安定化を図る。

選手は協力企業から給与を受け取り、定められた日時に

出勤、担当業務をこなす。また選手は自身が所属する協

力企業の広告塔として活動し、選手引退後は正社員とし

ての雇用をしていただくものとする。

【選手の雇用について】

【選手を雇用することによる企業メリット】

【具体的な効果】

＊入場者数の増加

＊入場者数の固定化

＊イベント参加者の増加

＊サポータ数の獲得・増加

＊スポンサーの獲得・増加

＊広告宣伝費の削減

チーム

企  業 選  手

＊試合結果やイベント予定の告知・連絡

＊チームの出来事や様々な選手情報の提供
チーム

＊試合結果やイベント予定の告知・連絡

＊チームの出来事や様々な選手情報の提供
マスコミ

＊試合結果やイベント予定の告知・連絡

＊チームの出来事や様々な選手情報の提供
一　般



スポンサードについて①

円滑で健全な状態でのチーム運営を図るため、サポーターの皆様による支援に加え、
地域の企業や様々な団体にご支援いただくことが必要となります。
地域に密着したプロ野球チームとして、地域の人々や企業に愛され、支援頂きながら
活動をし、その恩返しとして、和歌山の地域活性化や地域愛の醸成、スポーツ振興、
青少年の健全な育成などを図っていく事が使命だと考えております。

また、新規立ち上げから準備期間にあたる本年度だからこそ、各種メディアからの注
目度が高く、様々なマスメディアがこぞって取り上げてくれることが予想されます。
そういった観点からも、現段階での認知度の高低だけで判断するのではなく、いかに
メディアで取り上げれら、露出度が高いものになるかを考慮していただきたいと考え
ております。

オフィシャルスポンサーについて

■スポンサードメニュー

地域経済の活性化 地域愛の契機づくり スポーツ振興

¥3,000,000-

①肖像使用権（集合写真）

②商標使用権（ロゴ）

③Webサイト(スポンサー欄への社名表示）

平成20年度は来年度に向けた選手育成を主とする準
備期間にあたることから、親善試合や練習試合、認知
度を上げるための和歌山県内における各種イベントへ
の参加、ボランティア活動などに際し、着用する公式ユ
ニフォームの右袖にロゴマークを表示します。選手の
活発な動きに合せて、活力ある企業イメージをテレビ
や雑誌、新聞などを通じて幅広く印象づけることが
できます。

①肖像使用権（集合写真）

②商標使用権（ロゴ）

③Webサイト(スポンサー欄への社名表示）

¥2,000,000-

ユニフォーム右袖上段と同様、親善試合や練習試合、
認知度を上げるための和歌山県内における各種イベ
ントへの参加、ボランティア活動などに際し、着用する
公式キャップ(帽子)に表示します。キャップは野球選手
のシンボル的なグッズであり、躍動感あるシーンに合
わせて、スマートな企業イメージをテレビや雑誌、新聞
などを通じて幅広く印象づけることができます。



スポンサードについて②

①冠協賛試合限定チケット（紀=100枚、他=50枚進呈)
②肖像使用権（集合写真）
③商標使用権（ロゴ）
④サンプリング権
⑤始球式投球権
⑥御社広告物の掲出　※掲出場所、スペースは別途、ご相談下さい。
⑦ブース出展権
⑧場内アナウンスでのPR

¥400,000- ¥200,000-

■紀三井寺球場 ■紀三井寺球場以外

①肖像使用権（集合写真）

②商標使用権（ロゴ）

③Webサイト(スポンサー欄への社名表示）

①肖像使用権（集合写真）

②商標使用権（ロゴ）

③Webサイト(スポンサー欄への社名表示）

¥600,000-

平成20年度は来年度に向けた選手育成を主とする準
備期間にあたることから、球団が主催する様々な記者
発表会見が行われます。その際、球団側の発表者の
背景となるインタビューボードを掲出し、ロゴマークを
表示します。また親善試合や練習試合終了後のヒー
ロー選手や勝利監督インタビューの際の背景としても
使用し、企業ロゴの栄光イメージを印象付けます。

平成20年度は来年度に向けた選手育成を主と
する準備期間ではありますが、球団が主催する
他リーグ所属球団との試合（練習試合）も行っ
ていく予定となっています。
このような試合の中から、当球団が主催となる
ホームゲーム1試合を、御社協賛のの冠試合
として開催いただけます。
冠試合として各種メディア媒体への露出を図る
ことが可能です。

¥600,000-

平成20年度は来年度に向けた選手育成を主とする準
備期間にあたることから、親善試合や練習試合、認知
度を上げるための和歌山県内における各種イベントへ
の参加、ボランティア活動などに際し、着用する公式ユ
ニフォームの右袖にロゴマークを表示します。人気選
手の活発な動きに合せて、活力ある企業イメージをテ
レビや雑誌、新聞などを通じて幅広く印象づけることが
できます。

紀州レンジャーズ主催試合　1試合冠協賛


