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野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

ケイアイスタジアム（本庄総合公園市民球場）
2022年 ｜ 埼玉県本庄市

老朽化した既設のスコアボード（磁気反転式＋手差し

パネル）を3色LED式に改修、攻撃打順表示灯は白熱電

球からLED電球に交換しました。 今回の改修により視

認性が向上し、手差しパネルの準備や交換に必要だっ

た人的負担や手間の解消を実現しました。

【外形寸法】W20,000 × H7,000mm（架台除く）

【表示素子】3色LED

【絵素ピッチ】15mm / 20mm / 30mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名　■ 得点　■ 打順・

守備位置　■ BSO・HEFｃ

【塔時計】既設流用

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

彦根総合運動場野球場（オセアンBCスタジアム彦根）
2021年 ｜ 滋賀県彦根市

老朽化に伴う改修により、既存の筐体を活用しつつ、

従来の磁気反転式から鮮やかなフルカラーLED式へ生

まれ変わりました。BSO表示への変更はもちろん、メッ

セージ表示や画像、映像表示など多彩な情報表示がで

きるようになりました。また、セイコーが運営するス

ポーツ大会情報サイト「セイコースポーツリンク」と

の連動により、出場選手や得点などの情報をインター

ネットにアップする機能もあるため、情報配信を行う

試合では会場に足を運ぶことができない関係者や選手

の家族もリアルタイムで試合の状況を確認することが

可能です。

【外形寸法】W22,000 × H6,376mm（架台除く）

【表示面】W17,920 × H4,800mm（約86.0㎡）

【表示素子】砲…
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野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

松本市野球場
2021年 ｜ 長野県松本市

長野県の高校野球の聖地と呼ばれる松本市野球場。老

朽化に伴う大規模改修工事によりスコアボードも一新

されました。既存の筐体を活用しつつ、従来の磁気反

転式からフルカラーLED式となり、メッセージ表示や

画像、映像表示もできるようになりました。鮮やかで

多彩な情報表示が白熱した試合を一層盛り上げます。

更に松本市の市章と球場名が新たに記されて聖地とし

ての風格がより感じられる姿となりました。

【外形寸法】W31,500 × H7,650mm（架台除く）

【表示面】上段：W21,000 × H1,800mm（約37.8㎡）

【表示面】下段：W25,000 × H2,400mm（約60.0㎡）

【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵…

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

浜田市野球場
2020年 ｜ 島根県浜田市

1948年の完成後、老朽化していたスコアボードを一新。

イニングごとに係員が手書きの金属板を入れ替える方

式からフルカラーLED式へ大規模改修。スピードガン

の球速表示、映像やメッセージなど多彩な情報表示に

より試合を一段と盛り上げる効果も期待されます。更

に、スコアボードの操作は無線式簡易操作盤の導入に

より、ダッグアウトからの遠隔操作も可能です。

【外形寸法】W22,000 × H5,700mm（架台除く）

【表示面】W17,000 × H4,500mm（約76.5㎡）

【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】25mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名　■ 得点　■ 打順・

守備位置　■ BSO・HEFｃ…
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野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

宮野運動公園野球場
2019年 ｜ 富山県黒部市

スコアボードの老朽化に伴い、大規模な改修を実施。

既設の筐体は活かし、表示素子を磁気反転式からフル

カラーLED式に一新し、表示部をフルマトリクス表示

に変更することで、改修前は手差しパネルで対応して

いた選手名や審判名も表示できるようになりました。

スコアボード内のBSO表示部やバックネット裏のサブ

スコアボードも筐体を活かし、ランプを電球からLED

に更新しました。

【外形寸法】W17,478 × H7,910mm（架台除く）

【表示面】W10,000 × H4,200mm（42㎡）

【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】25mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名　■ 得点　■ 打順・

守備位置　■ BS…

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

加須市民運動公園野球場（加須きずなスタジアム）
2018年 ｜ 埼玉県加須市

埼玉県加須市の野球場がリニューアルオープンしまし

た。既設スコアボードのLEDユニット更新に加え、新

たに選手名などを表示できるフルカラーLED式のフリー

ボードを設置。選手名の他、守備位置、審判名、スピー

ドガンによる球速表示、インフォメーションや画像の

表示など、さまざまな情報表示が可能となりました。

こちらの野球場では全国の女子硬式野球部が高校日本

一を競う「全国高等学校女子硬式選抜大会」が平成27

年度から毎年開催されており、“女子野球の聖地”と

して大会関係者の間で定着しています。

（1）既設改修スコアボード

【外形寸法】W11,400 × H1,780mm（架台除く）

【表示素子】3色LED（R1G1）

【絵素ピッチ】30mm

【表示内…
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野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

橿原運動公園硬式野球場
2018年 ｜ 奈良県橿原市

【外形寸法】W21,912 × H5,600mm（架台除く）

【表示面】W16,000 × H4,000mm（約64㎡）

【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R1G2B1）

【絵素ピッチ】20mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名　■ 得点　■ 打順・

守備位置　■ BSO・HEFｃ　■ テキスト・静止画・動

画・映像

【塔時計】ø2,000

※サブスコアボードあり（ø250 LED式）

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

楢葉町総合グラウンド野球場（ならはスタジアム）
2017年 ｜ 福島県双葉郡楢葉町

東日本大震災で被災した施設の改修の一環として新規

に設置されたスコアボード。復興を目指して一人でも

多くの人達が町に戻り、野球に触れることで、「楢葉

町の元気を発信する場となれば」との願いが込められ

ています。新しく生まれ変わった野球場は、地元の高

校球児の練習拠点としてだけでなく、独立リーグの試

合や子ども達の野球教室などにも活用が期待されてい

ます。

【外形寸法】W19,900 × H12,500mm（架台除く）

【表示面】W17,200 × H4,400mm（約75.7㎡）

【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】25mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名　■ 得点　■ 打順・

守備位置　■ BSO・HE…
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野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

京丹後夢球場
2017年 ｜ 京都府京丹後市

【外形寸法】W 18,326 × H8,060mm（架台除く）

【表示面（上段）】W10,400 × H1,600mm（約16.6㎡）

【表示面（下段）】W16,800 × H2,400mm（約40.3㎡）

【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】25mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名　■ 得点　■ 打順・

守備位置　■ BSO・HEFｃ　■ 球速　■ テキスト・

静止画

【塔時計】ø1,500

※サブスコアボードあり（ø310 LED式）

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

鳴尾浜臨海野球場
2017年 ｜ 兵庫県西宮市

【外形寸法】W17,500mm × H5,550mm

【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R2G1B1）　※表

示は8色のみ

【絵素ピッチ】30mm

【表示内容】

■ チーム名（英数、カナのみ 2文字）　■ 得点　■

BSO・HEFｃ　■ テキスト（英数、カナのみ 2文字）

※既設の磁気反転式スコアボードをLED化（LEDユニッ

ト部を新規製作、磁気反転部に入替）

※架台は既設を再利用

※塔時計は既設を再利用
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野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

愛鷹広域公園野球場
2016年 ｜ 静岡県沼津市

【外形寸法】W 27,400 × H7,560mm（架台除く）

【表示面（上段）】W15,600 × H2,000mm（約31.2㎡）

【表示面（下段）】W15,600 × H2,400mm（約37.4㎡）

【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】25mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名　■ 得点　■ 打順・

守備位置　■ BSO・HEFｃ　■ 球速　■ テキスト・

静止画・動画・映像

【塔時計】ø2,000

※サブスコアボードあり（ø310 LED式）

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

西予市営宇和球場
2016年 ｜ 愛媛県西予市

【外形寸法】W 16,000 × H3,600mm（架台除く）

【表示面】W11,200 × H3,600mm（約40.3㎡）

【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R2G1B1）

【絵素ピッチ】25mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名　■ 得点　■ 打順・

守備位置　■ BSO・HEFｃ　■ テキスト・静止画・動

画・映像　■ 試合時間（経過）

【塔時計】ø1,500

※サブスコアボードあり（ø310 LED式）
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野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

伊那運動公園野球場（伊那スタジアム）
2015年 ｜ 長野県伊那市

【外形寸法】W 19,327 × H7,205.6mm（架台除く）

【表示面（得点部）】W14,000 × H1,600mm（約22.4

㎡）

【表示面（選手名部）】W6,800 × H2,400mm（約16.3

㎡）

【表示面（審判名部）】W2,400 × H2,400mm （約5.8

㎡）

【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】25mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名　■ 得点　■ 打順・

守備位置　■ BSO・HEFｃ　■ テキスト・静止画・動

画

【塔時計】ø1,500

※サブスコアボードあり（ø310 LED式）

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

大田市民球場
2015年 ｜ 島根県大田市

【外形寸法】W 15,010 × H6,540mm（架台除く）

【表示面】W10,000 × H3,600mm（約 36.0㎡）

【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】25mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名　■ 得点　■ 打順・

守備位置　■ BSO・HEFｃ　■ テキスト・静止画・動

画・映像

【塔時計】ø1,500

※サブスコアボードあり（ø310 LED式）
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野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

奄美市名瀬運動公園野球場
2015年 ｜ 鹿児島県奄美市

【外形寸法】W20,000×H5,600mm（架台除く）

【表示素子】磁気反転式 ø13mm（白色）

【絵素ピッチ】15mm

【表示内容】

■ チーム名・選�名・審判名　■ 得点　■ 打順・

守備位置　■ BSO・HEFｃ　■ テキスト

【塔時計】ø1,500

※サブスコアボードあり（ø310 LED式）

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

土岐市総合運動公園野球場
2014年 ｜ 岐阜県土岐市

【外形寸法】W17,820 × H7,050mm（架台除く）

【表示面】W14,000 × H4,000mm（約56.0㎡）

【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】25mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名･審判名　■ 得点　■ 打順・守

備位置　■ BSO・HEFc　■ テキスト・静止画・動画・

映像

【塔時計】ø1,500
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野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

長沼球場
2013年 ｜ 秋田県潟上市

【外形寸法】W20,000 × H7,340mm（架台除く）

【表示面（上段）】W13,600 × H1,600mm（約21.8㎡）

【表示面（下段）】W16,800 × H2,400mm（約40.3㎡）

【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】25mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名　■ 得点　■ 打順・

守備位置　■ BSO・HEFｃ　■ テキスト・静止画・動

画・映像

【塔時計】ø2,000

※サブスコアボードあり（W6,000×H1,200mm）

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

新庄市民球場
2013年 ｜ 山形県新庄市

【外形寸法】W26,000×H8,500mm（架台除く）

【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【表示内容】

■ チーム名・選手名･審判名　■ 得点　■ 打順・守

備位置　■ BSO・HEFc　■ テキスト・静止画・動画・

映像

【塔時計】ø2,000

※サブスコアボードあり（ø310 LED式）
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野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

花巻球場
2012年 ｜ 岩手県花巻市

【外形寸法】W18,550 × H7,020mm（架台除く）

【表示面（上段）】W13,600 × H1,600mm（約21.8㎡）

【表示面（下段）】W16,800 × H2,400mm（約40.3㎡）

【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】25mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名　■ 得点　■ 打順・

守備位置　■ BSO・HEFｃ　■ 球速　■ テキスト・

静止画・動画・映像表示機能

【塔時計】ø1,500

※サブスコアボードあり（ø310 LED式）

野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

東京ガス 大森グラウンド
2022年 ｜ 東京都大田区

既設スコアボードの老朽化により、表示部を新たに更

新。磁気反転式から3色LED式となり、昼夜を通して視

認性が大きく向上しました。また、テキストメッセー

ジの表示もできるようになりました。チーム名、得点、

メッセージ等の入力はノートパソコンを使用。専用ソ

フトウェアにより、直感的な操作が可能です。スコア

ボードの電源は操作室から遠隔でON/OFFができます。

架台部分は既設を再塗装して流用しています。

【外形寸法】W7,000 × H1,500mm（架台除く）

【表示色】赤・緑・橙

【絵素ピッチ】20mm

【表示内容】

　■ チーム名

　■ 得点

　■ BSO・HEFc

　■ テキスト

【塔時計】既設
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野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

四賀球場
2020年 ｜ 長野県松本市

施設の改修事業に伴い、スコアボード、サブスコアボー

ド等を新設。フルカラーLED式のスコアボードは得点

だけでなく、メッセージ表示や試合結果の表示も可能

です。鮮やかな緑色の人工芝が美しい球場は約2,100

人収容可能で全国規模の大会での使用も期待されてい

ます。

【外形寸法】W12,000 × H2,925mm（架台除く）

【表示部】W10,000 × H2,400mm（約24㎡）

【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】25mm

【表示内容】

　■ チーム名・打者名

　■ 得点

　■ 打順・守備位置　

　■ BSO・HEFc

　■ テキスト・静止画・動画

【塔時計】ø1,500

【サブスコアボード】ø310 L…

野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

小山球場
2020年 ｜ 静岡県駿東郡小山町

既設のスコアボードを新しいものに付け替え、サブス

コアボードを新設。スコアボードは操作室から遠隔で

電源のON/OFFができ、ノートパソコンを使用した操作

器は専用ソフトウェアにより、直感的な操作が可能で

す。スコア表示以外にテキストによるメッセージ表示

も可能となり、多彩な情報表示ができるようになりま

した。チーム名・得点・合計得点表示部は高輝度LED

パネルを使用、BSO・HEFc、打順表示部は省電力タイ

プのLEDランプを使用しています。

【外形寸法】W13,600 × H3,040mm（架台除く）

【表示素子】3色LED（赤・緑・橙）

【絵素ピッチ】37.5mm

【表示内容】

　■ チーム名

　■ 得点

　■ 打順

　■ BSO・HEFc…
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野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

伊江村野球場
2019年 ｜ 沖縄県国頭郡伊江村

沖縄県内初の全面人工芝球場としてオープンした伊江

村野球場。ナイター設備も備えており、社会人や大学・

高校などのキャンプや合宿に利用してもらい、地域の

観光振興に役立つことが期待されています。

【外形寸法】W12,000 × H1,800mm（架台除く）

【表示部】W10,000 × H1,200mm（約12㎡）

【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】25mm

【表示内容】

■ チーム名

■ 得点

■ BSO・HEFc

■ テキスト・静止画・動画

野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

九州産業大学野球場
2018年 ｜ 福岡県福岡市

【外形寸法】W13,600 × H3,040mm（架台除く）

【表示素子】3色LED（R1G1）

【絵素ピッチ】37.5mm

【表示内容】

■ チーム名

■ 得点

■ 打順

■ BSO・HEFc

■ テキスト

【塔時計】ø1,200

【サブスコアボード】ø250 LED式
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野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

小浜市営球場
2016年 ｜ 福井県小浜市

2018年に開催された「福井しあわせ元気国体」の軟式

野球会場となったことから、全面的なスコアボード改

修が行われました。既設スコアボードの架台をそのま

ま活用することで費用を抑えつつ、手差しパネル式だっ

たチーム名・得点部をLED式に変更、ボールカウント

部も旧式のSBO方式からBSO方式に変更しました。塔時

計も新規に設置し、充実した機能と高い視認性を実現

しました。

スコアボードの操作は、市販のタブレットに専用のソ

フトウェアをインストール。スコアボードに表示され

ている内容がそのまま画面に表示されるので、機械の

操作に不慣れな人でもスムーズな操作が可能です。ま

た、無線式のため、ダッグアウトなどからの操作も可

能。専任の操作員がいない草野球大会な…

野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

八ツ草公園野球場
2016年 ｜ 岐阜県岐阜市

老朽化が目立っていた既設のスコアボードを大幅改修。

表示部を磁気反転素子からLED素子に変更。スコアボー

ド及びサブスコアボードの操作は、操作室にある入力

装置（ノートPC）から遠隔操作できます。既設のスコ

アボード筐体部とサブスコアボードを再利用すること

でコストを抑えつつ、見やすさも使いやすさも向上さ

せることができました。

【外形寸法】W8,380×H3,915mm（架台含む）

【表示素子】3色LED（R2G1）

【表示色】赤・緑・橙

【絵素ピッチ】20mm（チーム名表示部）／25mm（得点

表示部）

【文字高】320mm（チーム名表示部）／400mm（得点表

示部）

【表示内容】

■ チーム名

■ 得点

■ 攻撃チーム（アンダーバー）

※…
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野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

岩槻城址公園野球場
2016年 ｜ 埼玉県さいたま市

【外形寸法】W14,920 × H2,440mm（架台除く）

【表示面】W12,400 × H1,200mm（約14.9㎡）

【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】25mm

【表示内容】

■ チーム名

■ 得点

■ BSO・HEFc

■ テキスト・静止画・動画

【塔時計】ø1,500

【サブスコアボード】ø310 LED式

野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

国府台野球場
2015年 ｜ 千葉県市川市

【外形寸法】W12,000 × H2,925mm（架台除く）

【表示面】W10,000 × H2,400mm（約24㎡）

【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】25mm

【表示内容】

■ チーム名・打者名

■ 得点

■ 打順・守備位置

■ BSO・HEFc

■ 試合時間（経過・残時間）

■ テキスト・静止画・動画

【塔時計】ø1,200

【サブスコアボード】ø310 LED式
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野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

姫路市立豊富（とよとみ）球場
2015年 ｜ 兵庫県姫路市

【外形寸法】W10,000 × H1,745mm（時計部・架台除

く）

【表示面】W10,000 × H1,200mm（約12㎡）

【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】25mm

【表示内容】

■ チーム名

■ 得点

■ BSO・HEFc

■ テキスト・静止画・動画

【時計部】セイコー製アウトドアクロック（ø1,000）

野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

下郷町大川ふるさと球場
2012年 ｜ 福島県下郷町

【外形寸法】W12,000 × H1,800mm（架台除く）

【表示部】W10,000 × H1,200mm（約12㎡）

【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】25mm

【表示内容】

■ チーム名

■ 得点

■ BSO・HEFc

■ テキスト・静止画・動画
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野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

はしま清流スタジアム（羽島市運動公園）
2011年 ｜ 岐阜県羽島市

【外形寸法】W12,000 × H1,800mm（架台除く）

【表示部】W10,000 × H1,200mm（約12㎡）

【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R2G1B1）

【絵素ピッチ】25mm

【表示内容】

■ チーム名

■ 得点

■ BSO・HEFc

■ テキスト・静止画・動画


