平成 26 年 5 月吉日
神奈川オープン実行委員会
委員長
森 裕
第３回神奈川プロアマチャリティーボウリングトーナメント
「ご協賛」のお願い
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素から当実行委員会に対しまして格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、「第３回神奈川プロアマチャリティーボウリングトーナメント」が
平成 26 年 11 月 9 日（日）伊勢原ボウリングセンターと厚木ツマダボウルの２会場
に於いて開催されることになりました。昨年 8 月に開催されました第２回大会は参加
人数、観客数、その他関係者をあわせ 800 名を超える動員となりました。また協賛各
社も 99 社、チャリティー金も 100 万円を超え、神奈川県内最大のボウリングイベン
トとして成功裡に終える事ができました。
今大会もコンセプトは「ボウリングを通じて社会貢献」することです。
ボウリングは元来地域社会へ貢献しやすいスポーツです。ボウリングは老若男女、ビ
ギナー・ベテランを問わず誰でも一緒に楽しめるスポーツ。誰とでも一緒に楽しめる
から「人と人、人と地域を繋ぐ」事ができ、社会に貢献できるのです。そして今大会
も「チャリティートーナメント」とし、協賛金の一部を（財）神奈川新聞厚生文化事
業団及び、神奈川県内の施設へ寄付をさせて頂きます。
今後、大会実行委員会で支援体制を確立してまいりますが、その一環として
多彩な特典を盛り込んだ「協賛スポンサー募集」を企画いたしました。本大会の開催
方針にご理解、ご賛同いただける企業様、団体様などからご協賛をお願いいたします。
限られた資金を遣り繰りしながら大会運営を全うする必要があります。そのためには
貴社の協力が是非とも必要です。つきましては厳しい社会情勢ではございますが、神
奈川の地元企業の皆様方のご理解」ご協力をいただき今大会への「サポーター」とし
てのご協賛を賜ります様お願い申し上げます。
お申し込み用紙にご記入頂き、返信用封筒にてお送り下さい。
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第 3 回神奈川プロアマチャリティーボウリングトーナメント
平成 26 年 11 月 9 日（日） 8：00~
伊勢原ボウリングセンター（予選・開会式・準決勝・決勝）
厚木ツマダボウル
（予選）
主
催 神奈川オープン実行委員会
後
援 （公社）日本ボウリング場協会
神奈川新聞社
特別協賛 神奈川県ボウリング場協会

第３回神奈川プロアマチャリティーボウリングトーナメント
協賛スポンサー特典内容
Ａスポンサー

協賛金（広告）

300,000 円（消費税込）

特典 1.
2.
3.

大会入場券 30 枚お渡し致します。
本大会にアマチュア 6 名様分の出場枠を確保致します（参加費は別納）
マスキング広告（1 ボックス・縦１００ｃｍ×横３３７ｃｍ）
3 ボックス分を大会１ヵ月前より掲示します。
※先着１２社となります。
4. 試合の様子をＤＶＤ化し、御社のＣＭ等を掲載し全国のボウリングファン
へＰＲいたします。
5. インタビューボード（縦 8ｃｍ×横 20ｃｍ）に掲載いたします。
6. パンフレット広告（Ａ4 サイズ カラー１ページ 250mm×180mm）
に掲載いたします。
7. 「目指せ神奈川オープン」のホームページに掲載いたします。
http://www.kanagawa-open.jp
8. 神奈川県ボウリング場協会加盟センターで利用できる
「ボウリング１ゲーム無料券」を 150 枚（約 75,000 円相当）差し上げます。
9. 大会会場の駐車場 1 台分確保いたします。
10. 大会終了後に今大会の「ＤＶＤ」を 3 枚差し上げます。

Ｂスポンサー
特典 1.
2.
3.

協賛金（広告）

200,000 円（消費税込）

大会入場券 20 枚お渡し致します。
本大会にアマチュア 4 名様分の出場枠を確保致します（参加費は別納）
マスキング広告（１ボックス・縦１００ｃｍ×横３３７ｃｍ）
2 ボックス分を大会１ヵ月前より掲示致します。
※先着１２社となります。
4. 試合の様子をＤＶＤ化し、御社のＣＭ等を掲載し全国のボウリングファン
へＰＲいたします。
5. インタビューボード（縦 8ｃｍ×横 20ｃｍ）に掲載いたします。
6. パンフレット広告（Ａ4 サイズ カラー１ページ 250mm×180mm）
に掲載いたします。
7. 「目指せ神奈川オープン」のホームページに掲載いたします。
http://www.kanagawa-open.jp

8.

神奈川県ボウリング場協会加盟センターで利用できる
「ボウリング１ゲーム無料券」を 100 枚（約 50,000 円相当）差し上げます。

9. 大会会場の駐車場 1 台分確保いたします。
10. 大会終了後に今大会の「ＤＶＤ」を 2 枚差し上げます。

Ｃスポンサー

協賛金（広告）

100,000 円（税込）

特典 1.
2.
3.

大会入場券 10 枚お渡し致します。
本大会にアマチュア 2 名様分の出場枠を確保致します（参加費は別納）
マスキング広告（1 ボックス・縦１００ｃｍ×横３３７ｃｍ）
1 ボックス分を大会１ヵ月前より掲示致します。
※先着１２社となります。
4. 試合の様子をＤＶＤ化し、御社のＣＭ等を掲載し全国のボウリングファン
へＰＲいたします。
5. インタビューボード（縦 8ｃｍ×横 20ｃｍ）に掲載いたします。
6. パンフレット広告（Ａ4 サイズ カラー１ページ 250mm×180mm）
に掲載いたします。
7. 「目指せ神奈川オープン」のホームページに掲載いたします。
http://www.kanagawa-open.jp
8. 神奈川県ボウリング場協会加盟センターで利用できる
「ボウリング１ゲーム無料券」を 50 枚（約 25,000 円相当）差し上げます。
9. 大会終了後に今大会の「ＤＶＤ」を 1 枚差し上げます。

Ｄスポンサー
特典 1.
2.
3.

協賛金（広告）

50,000 円（消費税込）

大会入場券 10 枚お渡し致します。
本大会にアマチュア 1 名様分の出場枠を確保致します（参加費は別納）
試合の様子をＤＶＤ化し、御社のＣＭ等を掲載し全国のボウリング
ファンへＰＲいたします。
4. インタビューボード（縦 8ｃｍ×横 20ｃｍ）に掲載いたします。
5. パンフレット広告（Ａ4 サイズ カラー１ページ 250mm×180mm）
に掲載いたします。
6. 「目指せ神奈川オープン」のホームページに掲載いたします。
http://www.kanagawa-open.jp
7. 神奈川県ボウリング場協会加盟センターで利用できる
「ボウリング１ゲーム無料券」を 25 枚（約 12500 円相当）差し上げます。
8. 大会終了後に今大会の「ＤＶＤ」を 1 枚差し上げます。

Ｅスポンサー

協賛金（広告）

30,000 円（消費税込）

特典 1.
2.

大会入場券 6 枚お渡し致します。
パンフレット広告（Ａ4 サイズ モノクロ半ページ 125mm×180mm）
に掲載いたします。
3. 試合の様子をＤＶＤ化し、御社のＣＭ等を掲載し全国のボウリングファン
へＰＲいたします。
4. 「目指せ神奈川オープン」のホームページに掲載いたします。
http://www.kanagawa-open.jp
5. 神奈川県ボウリング場協会加盟センターで利用できる
「ボウリング１ゲーム無料券」を 15 枚（約 7,500 円相当）差し上げます。

Ｆスポンサー

協賛金（広告）

20,000 円（消費税込）

特典 1.
2.

大会入場券 4 枚お渡し致します。
パンフレット広告（Ａ4 サイズ モノクロ 1／3 ページ 84mm×180mm）
に掲載いたします。
3. 「目指せ神奈川オープン」のホームページに掲載いたします。
http://www.kanagawa-open.jp
4. 神奈川県ボウリング場協会加盟センターで利用できる
「ボウリング１ゲーム無料券」を 10 枚（約 5,000 円相当）差し上げます。

Ｇスポンサー

協賛金（広告）

10,000 円（消費税込）

特典 1.
2.

大会入場券 2 枚お渡し致します。
パンフレット広告（Ａ4 サイズ モノクロ 1／5 ページ 50mm×180mm）
に掲載いたします。
3. 「目指せ神奈川オープン」のホームページに掲載いたします。
http://www.kanagawa-open.jp
4. 神奈川県ボウリング場協会加盟センターで利用できる
「ボウリング１ゲーム無料券」を 5 枚（約 2,500 円相当）差し上げます。

特別スポンサー

協賛金 （アマ選手枠）30,000 円（消費税込）

※神奈川県ボウリング場協会加盟センター様のみお申し込み頂けます。

特典 1．本大会にアマチュア 1 名様分の出場枠を確保致します（参加費は別納）

協賛広告 マスキング広告について
◆マスキング広告
設置場所 マスキングとはボウリング場のピンが立っている場所の壁で
レーン№や 1 投目、2 投目のランプがある場所ですので投球者
や観客、殆どの方が目につく場所です。
※設置会場は伊勢原ボウル（予選＆決勝）
・厚木ツマダボウル（予選）の２会場で
先着順となりますので、お申し込み用紙へ希望会場をお書き下さい。

「Ａ」及び「Ｂ」及び「Ｃ」スポンサー

第１回大会の写真
サイズ（縦 100ｃｍ×横 337ｃｍ）

◆インタビューボード
設置場所 選手がインタビューを受けるときに後ろに立てるボードです
「Ａ」及び「Ｂ」及び「Ｃ」及び「Ｄ」スポンサー

第 1 回大会の写真
サイズ（縦 8ｃｍ×横 20ｃｍ）

◆ＤＶＤでの広告及びＣＭ配信
大会当日の様子をＤＶＤ（映像化）し、全国のボウリングファンへ企業様の
ＣＭなどを掲載する仕組みです。
「Ａ」及び「Ｂ」及び「Ｃ」及び「Ｄ」スポンサー

昨年の映像
広告及びＣＭ

ご協賛スポンサー募集について
ご協賛内容により 8 つのプランがございます。皆様のニーズに合ったものを
お選び下さい。いずれも付加価値をつけてご満足いただける内容となっております。
プランの詳細、特典の内容はお問い合わせ下さい。

＊Ａスポンサー：300,000 円（消費税込）
＊Ｂスポンサー：200,000 円（消費税込）
＊Ｃスポンサー：100,000 円（消費税込）
＊Ｄスポンサー： 50,000 円（消費税込）
＊Ｅスポンサー： 30,000 円（消費税込）
＊Ｆスポンサー： 20,000 円（消費税込）
＊Ｇスポンサー： 10,000 円（消費税込）
＊特別スポンサー： 30,000 円（消費税込）（条件有り）

【ご協賛メリット】
1.お客様への販促ツールとして、また会社の福利厚生のもご活用できます。
大会の入場券、神奈川県ボウリング場協会加盟のボウリング場で使用できる
「ボウリング無料券」をはじめ協賛内容により多数の特典があります。
2.企業のイメージアップ、認知度アップ、製品のＰＲ効果が期待できます。
大会開催の支援企業として、ボウリング場内のマスキングに協賛各社の看板
を提示いたします。（Ｃスポンサー以上）また、大会の模様をＤＶＤ化する事で各
都道府県のボウリング場および全国のボウリングファンに企業のＰＲができます。
3.ご希望するアマチュア選手を大会へ派遣する事が出来ます。
「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」
「Ｄ」スポンサーの協賛は、アマチュア選手を派遣する事が出来
ます。※参加費は別途かかります。
4.

1,000 人以上の来場を期待しております。
昨年の大会は選手、観客、関係者を合わせて約 1,000 人の来場でした。今
年は昨年以上の来場が期待されます。
大会の入場券、ボウリング無料券、駐車スペースの確保、マスキング広告
ご協賛のプランにより異なりますが、盛り沢山の特典がございます。
詳しくは担当者までお問い合わせ下さい。

ご協賛スポンサー申し込み締め切り 9 月 20 日（土）
（パンフレットの原稿締め切りは 9 月 30 日までとなります）

第３回神奈川プロアマチャリティーボウリングトーナメント
ご協賛スポンサー申込書
□
□
□
□
□
□
□
□

Ａスポンサー：300,000 円（消費税込）
Ｂスポンサー：200,000 円（消費税込）
Ｃスポンサー：100,000 円（消費税込）
Ｄスポンサー： 50,000 円（消費税込）
Ｅスポンサー： 30,000 円（消費税込）
Ｆスポンサー： 20,000 円（消費税込）
Ｇスポンサー： 10,000 円（消費税込）
特別スポンサー： 30,000 円（消費税込）

※ご協賛頂ける、上記協賛プランへ☑をお願い致します。

Ａ～Ｃスポンサーをお選びの方
※する場合の希望会場

マスキング広告を

□する ・ □しない

□伊勢原ボウリングセンター ・ □厚木ツマダボウル

Ａ～Ｄスポンサーをお選びの方 本大会へ選手の派遣を □する ・ □しない
・お支払方法

□ 銀行振込

・

□担当者直接
※上記各項目へ☑をお願い致します。

銀行振込みの場合

三菱東京ＵＦＪ銀行 相模原支店 （普） 0161178
神奈川オープントーナメント実行委員会 代表 大石和弘
※お振込み手数料はご負担下さい。

申込日

年

月

日

・貴社名
・ご芳名
・ご住所
・お電話

役職名
〒
携帯

＊広告の内容つきましては後日お打合せをさせていただきます。
＊ご記入いただきました個人情報は上記の目的以外には利用致しません。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆送付先 神奈川オープン実行委員会事務局
〒231-004１

神奈川県横浜市中区吉田町 72 サリュートビル 8 階神奈川県ボウリング場協会内

ＴＥＬ：050-3339-3364 ＦＡＸ：045-251-7905
Ｅ－mail：info@kanagawa-open.jp

