泰平の祈り

平和を祈る光の祭典

岡崎

泰平の世を築いた

家康公生誕の地︑岡崎︒

岡崎城下の乙川を︑

泰平を願う光で

埋め尽くします︒

天の川プロジェクト ®

いのり星 ®
※「いのり星 ®」は ( 株 ) ランドマーク・ジャパンにより
特許取得・商標登録されています。

企業・団体協賛募集要項
※個人でのお申込みも受け付けいたします。

出展企 業・サポーターも募集中！
！

11.24

2018.

17:00〜19:30（予定）

土

お問い合わせ : 岡崎泰平の祈り実行委員会 事務局

会場

乙川：殿橋〜潜水橋周辺

※少雨決行 雨天中止

TEL: 0564-65-3255 E-mail: info@otogawa-nm.com

主催 / 岡崎泰平の祈り実行委員会

総合監修 / 天の川プロジェクト ®

中部日本最大級の光の祭典『岡崎 泰平の祈り』、

協賛

2018 年の開催を応援していただける方を募集しています。

募集

ご 賛 同 い た だ け る 方 の ご 協 力を お 願 い い たします 。
1. ご協賛お申し込み方法

①申込書にご記入の上、申し込み期間内に FAX にて申し込みください。
②協賛金は企業、団体様は 50 万円（特別協賛）・10 万円・5 万円・3 万円の 4 種類、個人様は 1 口１万円となっております。
③選択した納入方法により納入ください。
※振込の場合は振り込み手続き完了をもって領収に代えさせていただきます。（振込手数料は貴社にてご負担願います。）
※現金の場合はお手数ですがお問合せいただくか、当方から折り返しご連絡させていただき、受け渡し方法についてご相談させてください。
※天候不順などの理由で万が一本事業が中止になった場合におきましても、協賛金の返金には応じかねますのでご了承ください。
※反社会的勢力及びその関連団体の協賛はお断りしています。それ以外の場合におきましても主催者判断で協賛をお断りする場合が
ございます。その際、お断りする理由は一切公表いたしませんのであらかじめご了承ください。

2. ご協賛いただいた方への特典
（1）会場内に設置する協賛企業（団体）・個人名一覧看板に金額に応じたサイズで掲載
（2）会場内に設置するイベント告知看板に金額に応じたサイズで掲載（企業・団体協賛のみ）
（3）ポスター（約 450 部）、チラシ（約 6 万部）へ金額に応じたサイズで掲載（企業・団体協賛のみ）
（4）その他（泰平の祈り特設ウェブサイト・泰平の祈り Facebook ページにて紹介予定）
協賛金

チラシ掲載

ポスター掲載

イベント
告知看板

1万円（個人）

なし

なし

なし

3 万円

チラシ裏面に協賛金額に応じた
サイズで企業・団体名を掲載。

下部に協賛金額に応じた
サイズで企業・団体名を掲載。

5 万円

チラシ裏面に協賛金額に応じた
サイズで企業・団体名を掲載。

下部に協賛金額に応じた
サイズで企業・団体名を掲載。

10 万円
50 万円

特別協賛

チラシ裏面に協賛金額に応じたサイズで
企業ロゴ・団体ロゴを掲載。

下部に協賛金額に応じたサイズで
企業ロゴ・団体ロゴを掲載。

チラシ裏面に協賛金額に応じたサイズで
企業ロゴ・団体ロゴを掲載。

下部に協賛金額に応じたサイズで
企業ロゴ・団体ロゴを掲載。

ポスター
デザインを
そのまま
拡大した
サイズで
掲載。

協賛
一覧看板

いのり星 ® 特別放流・
竹灯篭エリア入場券
2 枚（2 千円分）
進呈

協賛金額に
応じたサイズで
掲載。

6 枚（6 千円分）
進呈
10 枚（1 万円分）
進呈

20 枚（2 万円分）
進呈

100 枚（10 万円分）
進呈

※企業ロゴ・団体ロゴを掲載する場合、必ず Adobe 社のソフト「Illustrator」で保存された ai 形式のデータをご入稿ください。データ不備による問題には一切責任を負えません。
※企業ロゴ・団体ロゴを掲載する場合、文字数や形状の関係により、同じ協賛金額でも掲載する大きさが前後する場合がございますのでご了承ください。
※期間内にデータ入稿されなかった場合や、ご入稿データに不備がある場合は、規定のフォントでの企業・団体名掲載になる場合がございますのでご了承ください。

3.『岡崎

泰平の祈り』実施状況

（１）来場者数

2015 年実績

20,000 人（2015 年 12 月 26 日 土曜開催 ）徳川家康公四百年記念事業 家康公生誕祭のフィナーレとして
岡崎城プロジェクトマッピング、提灯行列と同時開催

2016 年開催
2017 年開催

11,000 人（2016 年 9 月 24 日 土曜開催）
28,000 人（2017 年 11 月 25 日 土曜開催）

（２）広報手法（予定）
①市内小中学校、保育園・幼稚園へのチラシ配布

4. その他

②市内飲食店などにチラシ配布・ポスター掲示

③SNS による情報拡散

④その他

ご出展・サポーターについて

岡崎 泰平の祈りでは、当日会場にてご出展（企業 PR や商品販売など）、また同時開催イベントなど企画する方を募集しています。
また、当日の運営や事前準備・後片付けを人的サポートしていただけるサポーターの皆様も募集しています。
ご出展や人的サポートにご協力頂ける場合、協賛お申込み用紙の備考欄にその内容をご記入いただくか、実行委員会事務局までご連絡ください。

掲載イメージ

※デザインはイメージ（昨年のもの）です。実際には 2018 年度のデザインに変更になります。
※掲載する文字・ロゴの大きさは協賛金額、協賛数によって変わりますのでご了承ください。

イベント告知看板

協賛企業（団体）・個人名一覧看板

希望者のみ
※

協賛企業︵団体︶・個人名一覧看板には個人協賛いただいた方の

氏名も掲載されます︒

ポスター企業協賛部分を拡大して掲載

会場マップ

天の川プロジェクト ®

ポスター (B1・B2 サイズ )

チラシ裏面 (A4 サイズ )

天の川プロジェクト ®

岡崎 泰平の祈り 協賛金お申込み用紙
募集対象・・・中部日本最大級の光の祭典『岡崎 泰平の祈り』にご賛同いただける企業または個人
募集期間・・・平成 30 年 9 月 28 日（金）まで ※データの入稿期限・お振込期限も同日になります。
【下記枠内の必要事項をご記入の上、下記宛先まで FAX にてお申込みください。】

FAX:0564-65-3266

平成 30 年

【お申込み先】

月

【お申込み日】

日

フリガナ

企業名

（または団体名・個人名）

〒

-

ご住所

電話番号
ご担当者様のお名前
協賛金額

※個人協賛の場合は不要です。

企業・団体協賛

（いずれかに◯をつけてください）

協賛広告掲載の有無
納入方法

（いずれかに◯をつけてください）

広告データ入稿

（いずれかに◯をつけてください）

特別協賛

個人協賛

3 万円 ・ 5 万円 ・ 10 万円 ・ 50 万円 1 万円 ×
企業・団体・個人名掲載を

口座振込

・

あり

なし

・

くち

口

希望する ・ 希望しない

現金

反社会的勢力及びその関連団体（関係者）ではございませんか？
（いずれかに◯をつけてください）

はい

・

いいえ

備考欄

（ご意見をお聞かせください）
ご出展やサポーターの動員を
していただける場合も、
こちらにご記入お願いします。
※協賛広告として会場内設置看板に金額に応じたサイズで企業・団体名、個人名を掲載させていただきます。
※協賛広告としてポスター（約 450 部）、チラシ（約 6 万部）に金額に応じたサイズで企業・団体名を掲載させていただきます。
※天候不順などの理由で万が一本事業が中止になった場合におきましても、協賛金の返金には応じかねますのでご了承ください。

お振込口座

岡崎信用金庫 中央支店（店番号 004） 普通 ９030088
岡崎泰平の祈り実行委員会 事務局長 合原 明広

（オカザキタイヘイノイノリジッコウイインカイ ジムキョクチョウ ゴウハラアキヒロ）

お問い合わせ先

岡崎泰平の祈り実行委員会 事務局 〒444-2121 愛知県岡崎市鴨田町字山畔 1-23-3
電話：0564-65-3255

FAX：0564-65-3266 E-mail： info@otogawa-nm.com

