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Supported byいぬのきもち/ねこのきもち

イベント『わんにゃんドーム2023』協賛のご案内



●わんにゃんドームについて：イベント概要
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東海地区最大級のペットイベント、来場者は約6万人！毎年“世界中のワンちゃん、ネコちゃんに会え
る！”をコンセプトに「CMモデルファッションショー」や「同じ犬種オフ会」などの企画のほか、約
80社の出展ブースが全国から集まります。ペット連れで来場できる事から飼い主同士の貴重な交流
の場にもなっています。『いぬ/ねこのきもち』は特別協賛枠で参加しており、特別に会場入り口付
近の一画にスペースを確保。弊社プランにご協賛頂いた企業様は弊社スペース内でブース出展頂けま
す！（※2022年実績。2023年は内容等変更となる可能性がございますので事前にご確認下さい）

【性別】 【年齢】

【ペット同伴】 【商品購入経験】

弊社スペース



●わんにゃんドームについて：2023年開催概要
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■タイトル ：わんにゃんドーム2023 in 名古屋

■開催日時 ：2023年2月4日(土)～2月5日(日)

AM10:00～PM5:00

■会 場 ：バンテリンドームナゴヤ

■主 催 ：テレビ愛知、中日新聞社、ナゴヤドーム

■協 賛 ：数社予定

■協 力 ：テレビ愛知

■動員目標 ：40,000人（計2日間）

■入場料金 ：＜前売券＞ おとな 1,600円 こども 800円

＜当日券＞ おとな 2,000円 こども 1,000円

※こども料金は3歳以上12歳以下です。3歳未満は無料です。

■販売場所 ：全国のファミリーマート(予定)

■弊社ブース販売価格 ：税込 ¥250,000

■タイトル ：わんにゃんドーム2023 in 福岡

■開催日時 ：2023年3月4日(土)～3月5日(日)

AM10:00～PM5:00

■会 場 ：福岡国際センター

■主 催 ：テレビ愛知、TVQ九州放送

■協 賛 ：数社予定

■協 力 ：テレビ愛知

■動員目標 ：30,000人（計2日間）

■入場料金 ：＜前売券＞ おとな 1,500円 こども 800円

＜当日券＞ おとな 1,700円 こども 1,000円

※こども料金は3歳以上12歳以下です。3歳未満は無料です。

■販売場所 ：全国のファミリーマート(予定)

■弊社ブース販売価格 ：税込 ¥220,000

名古屋 福岡



●わんにゃんドームについて：2023年協賛プラン
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メニュー ブース出展 いぬねこタイアップ 番組放送 チラシクレジット 料金

プレミアム
プラン

2コマ

・WEBタイアップ
4週間 40,000 PV

・DMP ブースト配信
10,000 CT

・事前取材
・事前告知番組内で放送
・会場の大型モニターで放
映（要確認）

〇

通常料金 280万円

⇒250万円

スタンダード
プラン

2コマ
・WEBタイアップ

4週間 40,000 PV

イベントブース取材
&
事後報告番組内で放送

ー

通常料金 180万円

⇒160万円

ライトプラン 1コマ

・チラシ同梱
愛知周辺地域
3万部
※チラシはご提供

ー ー

通常料金 55万円

⇒50万円

オプション
※別ページでご説明

※1コマ＝3m×3m
※2023年協賛プランは変更となる可能性がございます。ご了承下さい。



Strictly Confidential 5

インフォマ放送事例 チラシ事例

〇事前取材&事前告知枠放送例

〇当日取材&事後放送枠放送例

チラシ事例（いぬ・ねこのきもち本誌、愛知県の小学校に配布）
※チラシクレジット掲載の場合は、裏面の1枠に入ります。



●わんにゃんドームについて：プレミアムプラン
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事前告知 イベント
いぬねこ

TU

【2社限定】協賛料金：通常280万円⇒250万円～

■媒体：テレビ愛知

■形態：スポット

事前に貴社への取材を実施

イベント告知番組にて複数回放送

（30秒程度）

イベント告知チラシ

■貴社クレジット（ロゴ）掲載

※愛知県の小学校等に配布予定

※2コマ※

ブース内では

商品展示・サンプル品配布・商品体験等

ご実施頂けます。

※パネルなどオプション代別途発生致します。

※WEBタイアップ掲載 & DMP配信※

いぬのきもち or ねこのきもちWEBにて記事配信

イベント出展の告知も可能です

4週間 40,000 PV

いぬねこDMP配信

記事をターゲティングして外部に配信していきます

4週間 10,000 CT

事前告知
番組放送



●わんにゃんドームについて：スタンダードプラン
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事前告知 イベント

番組放送

■媒体：テレビ愛知

■形態：スポット

貴社ブースへの取材を実施

イベント事後報告番組にて放送

（15秒程度）

イベント告知チラシ

■貴社クレジット（ロゴ）掲載

※愛知県の小学校等に配布予定

※2コマ※

ブース内では

商品展示・サンプル品配布・商品体験等

ご実施頂けます。

※パネルなどオプション代別途発生致します。

いぬねこ
TU

※WEBタイアップ掲載※

いぬのきもち or ねこのきもちWEBにて記事配信

イベント出展の告知も可能です

4週間 40,000 PV

実施なし

【5社限定】協賛料金：通常180万円⇒160万円～

実施なし



●わんにゃんドームについて：ライトプラン
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事前告知 イベント

番組放送

■媒体：テレビ愛知

■形態：スポット

貴社ブースへの取材を実施

イベント事後報告番組にて放送

（15秒程度）

イベント告知チラシ

■貴社クレジット（ロゴ）掲載

※愛知県の小学校等に配布予定

※1コマ※

ブース内では

商品展示・サンプル品配布・商品体験等

ご実施頂けます。

※パネルなどオプション代別途発生致します。

チラシ
同梱

※地域セグメントチラシ同梱※

愛知周辺の地域にお住まいのいぬ・ねこのきもち

ご購読者様に向けて、

本誌にチラシを同梱してお届けします

【5社限定】協賛料金：通常55万円⇒50万円～

実施なし



●わんにゃんドームについて：オプションプラン
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サンプリング チラシ配布
大型モニター

放映

フードやその他サンプルを現地スタッフが

来場者にお渡しします。

来場者はペット飼い主ですので、

サンプリングの効果が最大限生かされます。

愛知福岡両方で

いぬ 10,000 件 100万円

ねこ 5,000 件 50万円

現地スタッフが来場者にチラシ・冊子を

お渡しします。

ペット飼い主の来場者に向けて、

貴社商品の冊子やチラシを

お渡しすることができます。

愛知福岡両方で

10,000 部 40万円

弊社ショート動画を作成し、

いぬ・ねこのきもちWEB内や

イベント会場の大型モニターでの

放映も可能です。

詳細は担当にお問い合わせください。
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いぬ・ねこのきもち『環境特別号』のご案内



Strictly Confidential

「いぬ・ねこのきもち 環境・社会貢献特別号」とは

犬、猫と暮らすには、フードやペットシーツ、おもちゃなど

多くののモノを消費し、環境への負荷を考える必要があります。

また、近年では何らかの理由で飼い主がいない「保護犬・保護猫」が

増えていることも問題となっています。

そこで私たち「いぬ・ねこのきもち」では、

「いぬねこと私たちの未来を守るため」に

「いぬ・ねこのきもち 環境特別号」を発行いたします。

いぬ・ねこのきもちの取り組み

私たちはいぬねこの将来的なさっ処分ゼロを目指しています。

オリジナルのチャリティーグッズの販売をし、

保護犬保護猫の活動のために寄付をしています。

チャリティーグッズの販売

売上の一部をいぬねこの保護活動へ

いぬ・ねこのきもち特別企画 「いぬ・ねこのきもち 環境・社会貢献特別号」



Strictly Confidential

弊社「こどもチャレンジ」での事例ご紹介

各社様の環境・社会貢献活動を冊子内でまとめ、全国のこどもちゃれんじユーザーへお届けいたしました。



●環境・社会貢献活動プランのご紹介：スタンダードプラン
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冊子制作 冊子配布
冊子
ご納品

貴社の環境活動を

冊子の２Pを活用してご紹介いたします。

貴社オフィスや商品の取材を行い、

貴社の活動をよりわかりやすくご説明し、

読者の理解を深めます。

イベント配布

現地スタッフが来場者に

チラシをお渡しします。

愛知福岡イベント両方で

10,000部を配布

いたします。

制作した冊子を貴社に5,000部ご納品

いたします。

貴社の営業活動ツールとしての活用や、

イベントでの配布をすることも可能です。

見開き２P
掲載

いぬ・ねこのきもち

チラシ同梱

いぬ・ねこのきもち雑誌と一緒に

チラシを読者にお届けいたします。

いぬのきもち 70,000 部

ねこのきもち 85,000部

環境特別号

【4社限定】協賛料金：通常(1社のみで実施の場合)600万円⇒150万円～



●環境・社会貢献活動プランのご紹介：ライトプラン
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冊子制作 冊子配布
冊子
ご納品

イベント配布

現地スタッフが来場者に

チラシをお渡しします。

愛知福岡イベント両方で

10,000部を配布

いたします。

制作した冊子を貴社に1,000部ご納品

いたします。

貴社の営業活動ツールとしての活用や、

イベントでの配布をすることも可能です。

１P
掲載

いぬまたはねこのきもち

チラシ同梱

いぬ・ねこのきもち雑誌と一緒に

チラシを読者にお届けいたします。

いぬのきもち 70,000 部

or

ねこのきもち 85,000部

環境特別号

【4社限定】協賛料金：通常(1社のみで実施の場合)450万円⇒100万円～

貴社の環境活動を

冊子の１Pを活用してご紹介いたします。

貴社オフィスや商品の取材を行い、

貴社の活動をよりわかりやすくご説明し、

読者の理解を深めます。



●環境・社会貢献活動プランのご紹介：オプションプラン
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リーチマックス
プラン

商品
プレゼント企画

WEBタイアップ
プラン

冊子制作と同時に、

御社の活動を紹介する15秒の動画を制作。

DMPを用いたSNS他、イベント会場などで

放映をしてリーチを最大化します。

・DMP配信 10,000 CT

・イベント特大スクリーンでの放送

130万円～

冊子内で環境に配慮した商品を紹介し、

応募したユーザー100名様に

プレゼントいたします。

実際に貴社商品を使用して頂いて、

エコな商品の購入へとつなげます。

80万円～

※商品サイズによって変動いたします

冊子制作と同時に、

いぬ・ねこのきもちWEBタイアップ記事の

作成をいたします。

いぬ・ねこのきもちWEBユーザーへ

貴社の活動の認知を広げます。

4週間 40,000 PV

※いぬのきもち or ねこのきもちどちらかへの掲載

110万円


