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兵庫県では、施設の安定的な運営・管理のための財源確保を図るため、
県立施設に愛称を付与する権利（ネーミングライツ）を取得する企
業等（ネーミングライツスポンサー）を募集しています。

企業名・商品名を施設の愛称に。
兵庫県立施設

現在ご契約の
企業さまの声

現在ご契約の
企業さまの声
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嬉しの森テニスコート
中西電機工業株式会社さま
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本業でしっかりと利益をだすだけではな
く、地域へも貢献していくという会社の
方針と、スポーツをする社員が多かった
こともあり、応募しました。
名称は社内公募を行い、多くの社員とそ
の家族から応募があり社内の雰囲気は大
いに盛り上がりました。導入後は、テニ
スコートを利用される方々から、お声を
かけていただくことも多く、地元への貢
献を実感しています。

地域社会への貢献と、明石に主要工場が
ある弊社の PR をするため、応募しまし
た。導入後の H27 年に同施設で開催さ
れた第 59 回全国高等学校軟式野球選手
権大会準決勝において、50 回まで試合
が延長されたことから、多くのマスコミ
に取り上げられ弊社の名称を多くの人に
知っていただきました。
ネーミングライツ料でプロ野球 OB 選手
による少年軟式野球教室を開催しており
地元の方々からも大変喜んでいただいて
おります。
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明石トーカロ球場
トーカロ株式会社さま

公立美術館として全国最大規模の
貸ギャラリー

美術館王子分館
原田の森ギャラリー

インバウンドも多い明石海峡大橋の
体験展望施設

舞子公園
「舞子海上プロムナード」

現在募集中の施設の一例

青少年の舞台芸術を創造する劇場

尼崎青少年創造劇場
（ピッコロシアター）

スライダー等を備えた人気の水遊び施設

西猪名公園
「ウォーターランド」

集募

ネーミングライツ
スポンサー

現在募集中の施設の一例

らいむ



詳細は、県ホームページ（https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk21/namingrights.html）をご覧ください。

問い合わせ先

募集の概要

対象施設

兵庫県　ネーミングライツ

〒650-8567　神戸市中央区下山手通 5-10-1 ／ 兵庫県　企画県民部　企画財政局　財政課　資金財産室（担当：七條）／
TEL：078-362-9050（ダイヤルイン）／ FAX：078-362-9049 ／ E-mail：shikinzaisan@pref.hyogo.lg.jp

※番号 12、24 ～ 31 の施設は、記載の一部施設（テニスコート、野球場等）に対する愛称を、その他の番号は、施設全体に対する愛称を募集します。
※愛称は「○○○××体育館」のように「○○○」の部分に企業名又は商品名（ブランド名）等を表示することができます。
※命名するにあたり愛称に条件を付す等の特記事項については、各施設のネーミングライツ付与対象施設個票（下部のURLに掲載）に記載しています。
※問い合わせ・申請については、各施設所管課までお願いいたします。下部記載のＨＰに添付している【別紙１】兵庫県立施設ネーミングライツスポンサー募集対
象施設一覧をご参照ください。

（１）応募資格　
　　企業等またはその企業等を代理する広告代理店事業者
（２）ネーミングライツ料
　　希望する施設について、ネーミングライツ料（年額）を提示してください。
　　但し、各施設の最低価格（税別）は上記の「 対象施設 」のとおりです。

外部委員を含む先行委員会に意見聴取し、県が決定します。

（３）契約期間
　　希望する契約期間を提示してください。
　　但し、契約締結日から３年を最低期間とし、これに１年単位で期間を加えられます。
（４）募集期間
　　通年募集ですので、いつでもお申し込みください。

選定方法等

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

最低価格

1,000 万円 /年

500 万円 /年

300 万円 /年

200 万円 /年

100 万円 /年

100 万円 /年

施設
公立美術館として全国最大規模の貸ギャラリー
美術館王子分館原田の森ギャラリー（神戸市）

青少年の舞台芸術を創造する劇場
尼崎青少年創造劇場（ピッコロシアター）
主に陶芸作品の展示を行う眺望のよい美術館
兵庫陶芸美術館（丹波篠山市）
プロスポーツの会場にもなる県の中核体育館
総合体育館（西宮市）
安藤忠雄建築の県内唯一の大型児童館
こどもの館（姫路市）
専門的図書と郷土資料を中心に取り揃えた図書館
図書館（明石市）
全国から注目を集める参加体験型の博物館
考古博物館（播磨町）

四季折々の景色に音楽ホール、展示室を備える森林公園
三木山森林公園（三木市）
広大な芝生広場を有する都市部に整備された緑地
尼崎の森中央緑地（尼崎市）
約 4,500 種の植物を有する広大な植物園
フラワーセンター（加西市）
大型ホール等を備えた地域づくり活動の拠点施設
丹波の森公苑（丹波市）
インバウンドも多い明石海峡大橋の体験展望施設
舞子公園「舞子海上プロムナード」（神戸市）
プロムナードガーデンや大阪湾一望の展望台
灘山緑地（淡路市）

各種団体のスポーツ合宿に活用される自然学校、キャンプ場
兎和野高原野外教育センター（香美町）

研究発表や音楽会、演劇などに使用できる貸しホール
人と自然の博物館「ホロンピアホール」（三田市）
県大会等も開催される西播磨最大面積のテニスコート
赤穂海浜公園「テニスコート」（赤穂市）
充実した設備を備える人気の高規格オートキャンプ場
赤穂海浜公園「オートキャンプ場」（赤穂市）
スライダー等を備えた人気の水遊び施設
西猪名公園「ウォーターランド」（伊丹市）
全天候型 12面のコートを備える人気のテニスコート
西猪名公園「テニスコート」（伊丹市）
中学生硬式野球全国大会等も開催される野球場
三木総合防災公園「野球場」（三木市）

約2万人を収容でき、大規模な各種競技大会も開催される競技場
三木総合防災公園「陸上競技場」（三木市）
春と秋にバラ祭りを開催する、美しく整備された公園
播磨中央公園「ばら園」（加東市）
山頂までのモノレールと多様な自然に恵まれた里山公園
国見の森公園（宍粟市）
農村体験や里山の原風景を味わえる里山公園
ゆめさきの森公園（姫路市）
湖を一望できる景観に四季折々の自然が豊かな里山公園
なか・やちよの森公園（多可町）
豊かな森の恵みと美しい水辺空間が広がる里山公園
ささやまの森公園（丹波篠山市）

木工クラフト館やアトリエを備えた体験施設
丹波年輪の里（丹波市）

稲作体験など楽農生活を推進する体験型施設
兵庫楽農生活センター（神戸市西区）
スキー場を備える但馬牛をテーマにした公園
但馬牧場公園（新温泉町）

高齢者大学の開催など生涯学習の拠点施設
嬉野台生涯教育センター（加東市）
温泉やテニスコートを備えた健康施設
奥猪名健康の郷（猪名川町）
スケートリンク、カヌー、美術館を備えた施設
円山川公苑（豊岡市）
ヨットやカヌーをレンタルできるスポーツ施設
海洋体育館（芦屋市）
伝統的木造様式で建造された本格的な弓道施設
弓道場（明石市）
安藤忠雄設計の木工教室等を行う自然学習施設
木の殿堂（香美町）

水田や湿地のある自然豊かな里山公園
やしろの森公園（加東市）

豊かな自然が残された都市近郊型の里山公園
宝塚西谷の森公園（宝塚市）
全天候型 7面のコートを備える人気のテニスコート
神戸西テニスコート（神戸市）

講堂等を備えた生涯学習、地域活動の拠点施設
淡路文化会館（淡路市）
講堂等を備えた生涯学習、地域活動の拠点施設
但馬文教府（豊岡市）
講堂等を備えた生涯学習、地域活動の拠点施設
西播磨文化会館（たつの市）
自然豊かな離島で体験活動や環境学習ができる施設
いえしま自然体験センター（姫路市）
研究者や技術者の交流を促進するための宿泊、会議施設
先端科学技術支援センター（上郡町）
様々な体験プログラムをもつ環境学習の拠点施設
ひょうご環境体験館（佐用町）

最低価格施設


