
第51回豊田おいでんまつり協賛のご案内

4/8●～5/31●月 金

昨年からの
変更点

（1）安心・安全な「市民のまつり」を継続していくために、協賛金額の見直しを行います。
（2）矢作川河川敷の改修事業に合わせ、協賛席の配置及び協賛内容の見直しを行います。
（3）豊田大橋南側の「事前場所取り可能エリア」の一部を協賛席に変更します。

0120-748-758
FAX：0565-28-7576

◆詳しい協賛情報はこちらへ

https://www.oidenmaturi.com/
〔豊田おいでんまつり公式サイト〕

豊田おいでんまつり

協賛の申込方法は裏面（申込書）をご覧ください。

※イメージです

マイタウンおいでん
など各イベントで
配布します

花火

（平日 午前10時～午後6時）

豊田共栄サービス（株） 〒470-1217 愛知県豊田市大成町1番地50

『豊田おいでんまつり協賛事務局』

法人用

6/8●～7/14●土 日マイタウンおいでん 7/27●土おいでん総踊り 7/28●日花火大会

返礼として花火大会協賛席入場券を進呈!!公式ガイドに貴社名を掲載!!

1.法人花火
1口　6,500円 花火大会協賛席入場券（イス指定席1枚／1口）返礼

5.スターマイン
1口　600,000円 花火大会協賛席入場券（マス指定席16枚／1口）返礼

2.販売促進用
1口　60,000円 花火大会協賛席入場券（イス指定席10枚／1口）返礼

3.打上花火（8号3玉）
1口　200,000円 花火大会協賛席入場券（マス指定席8枚／1口）返礼

4.仕掛け花火
1口　500,000円 花火大会協賛席入場券（マス指定席8枚／1口）返礼

6.おいでん大スターマイン

1口　300,000円 花火大会協賛席入場券（マス指定席8枚／1口）返礼
1口　100,000円 花火大会協賛席入場券（イス指定席3枚／1口）返礼

※席仕様：パイプイス

※席仕様：パイプイス 複数の協賛者で一つのスターマインを打ち上げます。また、豊田市内の
煙火店が打上げを行い、「WE LOVE とよた」、「WE LOVE おいでん」を
掲げ、豊田おいでんまつりの新たなシンボルになることを目指します。

法人・商店さま向けに、花火大会協賛席入場券を自社の販促用として使える枠を設けま
した。ぜひ新規顧客の獲得・販売促進にご活用ください。 ■募集口数　40口

■募集口数　2口

■募集口数　2口

■募集口数　1,010口 ■募集口数　25口

PRグッズ・広告・その他
1.公式ガイド広告 5.タオル

1口　30,000円（140本）

■協賛金500万円に達し次第
　募集終了

※席仕様：おいでん座布団（記念にお持ち帰りください）

※席仕様：おいでん座布団（記念にお持ち帰りください）

※席仕様：おいでん座布団（記念にお持ち帰りください） ※席仕様：おいでん座布団（記念にお持ち帰りください）

踊り参加者数:114連、4,181人（リトルおいでん含む）　踊り観客数:115,000人　花火観客数:360,000人
＜一昨年の開催状況＞

※花火大会協賛席入場券の進呈はありません。

発行部数15万部
（7月中旬に新聞折込で市内一斉配布）

1口　200,000円 ■募集口数　2口
※原稿制作費（15,000円）が別途必要です

A.  カラー1/3 1枠：W24.0cm×H10.5cm

1口　100,000円 ■募集口数　4口
※原稿制作費（15,000円）が別途必要です

※バナー制作費（3,000円）が別途必要です

B.  カラー1/6 1枠：W11.9cm×H10.5cm

1口　40,000円 ■募集口数　20口

C.  カラー1/24 1枠：W6.0cm×H5.0cm

A

B

C

■募集口数　50口　■サイズ　約34cm×85cm
■広告スペース　23cm×7cm
※納品は受付完了後1～2ヶ月が目安です
※デザイン・仕様は変更になる場合があります

4.うちわ
1口　30,000円（300本）
■募集口数　120口　■サイズ　約16cm×25cm（円部分）
■広告スペース　8cm×14cm・単色刷り
　　　　　　　　（10口以上の場合は全面カラー広告）
※納品は受付完了後1～2ヶ月が目安です　※デザイン・仕様は変更になる場合があります

6.PRブース
1口　150,000円～
■募集口数　4口　■サンプリング商品もしくはPRチラシの配布　■商品の展示紹介
※テント（2間×3間）、机、椅子、照明、電源は、主催者が用意します
　詳細については、豊田おいでんまつり協賛事務局までご連絡ください

7.豊田市駅前ステージ看板
1口　30,000円
■募集口数　22口
■広告スペース　横90cm×高さ30cm
※おいでん総踊りのステージ前面に社名を掲載します
　県内外から集まる多数の観客に対してのPR 効果が期待できます

2.公式サイトバナー広告
1口　50,000円
■募集口数　18口　■サイズ　160×60ピクセル　■形式　GIF形式、JPEG形式　■容量　30KB以内
■期間　～2020年3月末日　■掲示場所　豊田おいでんまつり公式サイト https://www.oidenmaturi.com/

3.リストバンド
1口　50,000円
■募集口数　2口　■サイズ　幅12mm×円周202mm　■広告スペース　7mm×50mm 8.ウェットティッシュ

1口　150,000円（1,000個）
■募集口数　2口　■サイズ　横14.5cm×高さ7.5cm　■広告スペース　横5.5cm×高さ1.6cm
※納品は受付完了後1～2ヶ月が目安です
※デザイン・仕様は変更になる場合があります

9.賞金・賞品
1口　6,000円～
※マイタウンおいでん及びおいでん総踊りの受賞連に授与

※
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まつり会場内でブース出展、広報宣伝

豊田おいでんまつり公式サイトに
バナー広告を掲載します。

踊り参加者
約4,000人に配布

※昨年のデザインです

広告スペース

※募集口数に達し次第受付を終了します。ただし、受付初日（４月８日（月））に限り、募集口数を超える申込があった場合、抽選により、協賛者を決定します。
　受付期間終了後も、口数に余裕のある場合は、引き続き協賛を受け付けます。
※「打上花火」「仕掛け花火」「スターマイン」「おいでん大スターマイン」は、5月10日（金）に受付を終了します。

豊田おいでんまつりは、マイタウンおいでん及びおいでん総踊りからなる「踊り」と、「花火大会」により構成されます。市民が楽しみ、感動し、訪れる
人を温かく迎えることができるようなふるさとのまつりを、市民・事業者・行政の共働の力で開催するため、豊田おいでんまつりへのご支援・
ご協力をお願い致します。

おいでん総踊り
ステージ看板
（22枠）
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※席仕様：パイプイス

50th おいてん広告スペース 広告スペース



豊田共栄サービス（株） 〒470-1217 愛知県豊田市大成町1番地50

入金ご予定日【振込期限5/31（金）】

請求書　　　必要
※請求書、領収書が必要な場合は○をつけて下さい。

領収書　　　必要

申
込
者

申
込
内
容

振
込
先
備
考

花火大会協賛席入場券を進呈します

公式ガイド掲載名

申込み・支払い方法 FAX 協賛申込書（この用紙）にご記入の上、FAXにてお送りいただき、下記の振込口座にお振込みください。

豊田おいでんまつり協賛申込書（法人用）
豊田おいでんまつり協賛事務局 行 FAX 0565-28-7576

法人名

フリガナ フリガナ

ご担当者名

電話番号 －　　    －

FAX番号 －　　    －

ご住所 〒　　　ー

事
務
局

受付番号 受付日 受付者 入金日 入場券発送日

TEL:0120-748-758（平日 午前10時～午後６時）／FAX:0565-28-7576

豊田信用金庫　本店営業部　普通口座　9155308

※振込手数料はご負担ください。また、必ずこの協賛申込書をご送付の上ご入金ください。

※口座名は「豊田おいでんまつり実行委員会」です。

A.カラー1/3 200,000円1口　 口

B.カラー1/6 100,000円1口　 口
C.カラー1/24 40,000円1口　 口

1.公式
    ガイド
    広告

2.公式サイトバナー広告 50,000円1口　 口
3.リストバンド 50,000円1口　 口
4.うちわ 30,000円1口　 口

協賛金額合計 円

1.法人花火 6,500円 口1口
2.販売促進用 60,000円 口1口
3.打上花火 200,000円 口1口

500,000円1口

6.おいでん
　大スターマイン

シナリオ台本（アナウンス）
※3.4.5.を協賛する場合のみ記載ください

300,000円 口1口
100,000円 口1口

4.仕掛け花火 口
600,000円1口

内
容

5.スターマイン 口

注意事項

□全て実行委員会に納品
□申込者に納品（　　　本）

□全て実行委員会に納品
□申込者に納品（　　　個）

□全て実行委員会に納品
□申込者に納品（　　　本）

7.豊田市駅前ステージ看板 30,000円1口　

9.賞金・賞品 （内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）

口
6.PRブース 円
5.タオル 30,000円1口　 口

※詳細は「豊田おいでんまつり協賛事務局」にご確認ください。

□制作を依頼（制作費15,000円が必要です）　  □データ入稿希望
□制作を依頼（制作費15,000円が必要です）　  □データ入稿希望
□新規   □昨年同様   □変更有
□制作を依頼（制作費3,000円が必要です） □データ入稿希望

□新規   □昨年同様   □変更有
□新規   □昨年同様   □変更有

□制作を依頼 □データ入稿希望
8.ウェットティッシュ 150,000円1口　 口 □制作を依頼   □データ入稿希望

□制作を依頼   □データ入稿希望

PRグッズ・広告・その他

□ 単独　　　　   □ グループ共同
□ 花火師に一任   □ 要望有（　　　　　　　　  　）

※席位置の指定はできません。
※協賛席入場券の発行後の交換、再発行はいたしません。
※花火大会は、雨天決行、荒天時及び河川増水時は中止です。
※協賛席内にペットを連れて入場はできません。
※小学生以上の方は1名につき1枚の入場券が必要です。
　未就学児は、保護者の膝上に限り入場券不要です。
　但し、席が必要な場合は、入場券が必要です。

ご記入いただきました個人情報は、協賛内容確認および豊田おいでんまつりの情報提供の目的のみに使用いたします。
注意事項 ※中止等いかなる場合も協賛金の返金はいたしませんのでご了承ください。

※政治的・宗教的内容等、主催者が不適切と判断した場合、協賛をお断りする場合があります。

花　火

花火大会協賛席入場券の進呈はありませんので、あらかじめご了承ください

※協賛法人名を記載します。掲載スペースの都合上、貴社名か
　名刺広告のどちらかご記入のご協力をお願いします。
※ロゴマークは使用できません。

賞品のお受取りについては、
別途ご連絡させていただきます。

※全て実行委員会に
　納品となります。


