第21回「Kobe Love Port・みなとまつり」協賛申込書
一般社団法人神戸青年会議所 （FAX 078－303－0175）

申込日

年

月

「Ａｕｔｕｍｎ Ｆｅｓｔｉｖａｌ ｉｎ ＫＯＢＥ」協賛申込書
一般社団法人神戸青年会議所 （FAX 078－303－0175）

日

申込日

第21回「Kobe Love Port・みなとまつり」の趣旨に賛同し、以下のとおり協賛いたします。

協賛申込・入金締切

Ａｕｔｕｍｎ Ｆｅｓｔｉｖａｌ ｉｎ ＫＯＢＥ」の趣旨に賛同し、以下のとおり協賛いたします。

※企業様の協賛ブース出展をご希望の方は、別紙「屋台・協賛ブース申込書」をご利用ください。

5月16日（月）

※企業様の協賛ブース出展をご希望の方は、別紙「屋台・協賛ブース申込書」をご利用ください。

●協賛金額

円（ご希望の各種プランの合計金額をご記入ください。）

協賛ブース出店の
お申し込みは
別紙ご確認下さい。

●下記協賛内容から、ご賛同いただける項目にチェック☑を入れてください。

●協賛金額

▶ ステージエリア看板
▶ テント上看板
▶ ゲート看板
▶ インフォメーションパネル
▶ トイレ看板
▶ 演者控えテント横看板
▶ キッチンカー出店
▶ ブース出展
▶ BE KOBEフォトスポット看板

□プレミアプラン(150万円)

□プラチナプラン(100万円)

□シルバープラン(50万円)

□ブロンズプラン(30万円)

□10万円 □セット：8.5万円
□5万円 □セット：3万円
□5万円 □セット：3万円
□5万円 □セット：4万円
□10万円 □セット：8.5万円
□10万円 □セット：8.5万円
□5万円

▶ ホームページバナー
▶ YouTube広告
▶ SNS広告
▶ ポスター＆チラシ
▶ スタッフ法被
▶ スタッフ＆ボランティアTシャツ
▶ 公式うちわ
▶ オリジナルスポーツマスク

日

協賛申込・入金締切

円（ご希望の各種プランの合計金額をご記入ください。）

協賛ブース出店の
お申し込みは
別紙ご確認下さい。

●下記協賛内容から、ご賛同いただける項目にチェック☑を入れてください。

協賛プラン
▶ セットプラン

□ゴールドプラン(80万円)

□A：20万円 □セット：17.5万円 □B：10万円 □セット：8.5万円 □C：10万円 □セット：8.5万円
□10万円 □セット：8.5万円

月

7月22日（金）

協賛プラン
▶ セットプラン

年

▶ ロゴ入り冷えピタ
▶ オリジナルポケットティッシュ
▶ オリジナルボールペン
▶ オリジナルクリアファイル

□5万円 □セット：4万円
□5万円 □セット：4万円
□5万円 □セット：4万円
□5万円 □セット：4万円

□10万円
□10万円
□10万円
□10万円

□10万円
□10万円
□10万円

▶ ステージエリア看板
▶ テント上看板
▶ ゲート看板
▶ インフォメーションパネル
▶ 協賛看板
▶ 演者控えテント横看板
▶ キッチンカー出店
▶ ブース出展

□プレミアプラン(150万円)

□プラチナプラン(100万円)

□シルバープラン(50万円)

□ブロンズプラン(30万円)

□ゴールドプラン(80万円)

□A：20万円 □セット：17.5万円 □B：10万円 □セット：8.5万円 □C：10万円 □セット：8.5万円
□10万円 □セット：8.5万円
□10万円 □セット：8.5万円
□5万円 □セット：3万円
□5万円 □セット：3万円
□5万円 □セット：4万円
□10万円 □セット：8.5万円
□10万円 □セット：8.5万円

□10万円

□5万円 □セット：4万円
▶ ホームページバナー
□5万円 □セット：4万円
▶ YouTube広告
□5万円 □セット：4万円
▶ SNS広告
□5万円 □セット：4万円
▶ ポスター＆チラシ
□10万円
▶ スタッフ法被
▶ スタッフ＆ボランティアTシャツ □10万円
▶ オリジナルドリップコーヒー □10万円
▶ オリジナルラベルウォーター □10万円

①ご登録内容

▶ オリジナルラベル紅茶
▶ オリジナルケミカルライト
▶ オリジナルエコバッグ
▶ オリジナルメモ帳・ノート

□10万円
□10万円
□10万円
□10万円

①ご登録内容

（フリガナ）

（フリガナ）

御社名

御社名

㊞

㊞

御社HPアドレス

御社HPアドレス

（公式ＨＰにリンクを貼る際に必要となります。）

（公式ＨＰにリンクを貼る際に必要となります。）

ご協賛名（広告・協賛物等への表記名)

ご協賛名（広告・協賛物等への表記名)

※御社名と異なる場合のみご記入ください。

※御社名と異なる場合のみご記入ください。

ご担当者様

部署・役職名

メールアドレス

ご担当者様

部署・役職名

メールアドレス

＠

＠

住所

住所

〒

〒

【電話】

【ＦＡＸ】

【携帯電話】

【電話】

【ＦＡＸ】

【携帯電話】

ポスター、うちわ、ティッシュにご協賛頂く場合、希望事前配布数を事前にご申告ください。

ポスター

枚

／

うちわ

枚

／

ティッシュ

②ご請求書送付先

個

／

希望しない □

②ご請求書送付先

（※）は①登録内容と異なる場合のみで結構です

（フリガナ）
(※)

(※)

御社名

㊞

御社名

御社HPアドレス
(※)

（公式ＨＰにリンクを貼る際に必要となります。）

（公式ＨＰにリンクを貼る際に必要となります。）

ご協賛名（広告・協賛物等への表記名)

(※)

ご担当者様

部署・役職名

メールアドレス

ご協賛名（広告・協賛物等への表記名)
ご担当者様

＠

(※)

部署・役職名

メールアドレス
＠

(※)

送付先住所

送付先住所

(※)

(※)

〒
(※)

㊞

御社HPアドレス

(※)

(※)

（※）は①登録内容と異なる場合のみで結構です

（フリガナ）

〒

【電話】

【ＦＡＸ】

領収書発行の有無

□あり

(※)

□なし

【ＦＡＸ】

領収書発行の有無

裏面の【協賛申込み注意事項】及び【個人情報の取扱い】について、内容確認いただき下記にチェック☑を入れてください。
【協賛申込み注意事項】

【電話】

□同意する

□同意しない

【個人情報の取扱い】

□同意する

□同意しない

□あり

□なし

裏面の【協賛申込み注意事項】及び【個人情報の取扱い】について、内容確認いただき下記にチェック☑を入れてください。
【協賛申込み注意事項】

□同意する

□同意しない

【個人情報の取扱い】

□同意する

□同意しない

【協賛申込み注意事項】

【協賛申込み注意事項】

1. 協賛プランにつきましては現時点のものとなり、売り切れの場合やロット数、枠の関係で変更となる場合がございますのでご了承ください。
その場合は代替プランでのご協賛内容をご提案させていただきます。

1. 協賛プランにつきましては現時点のものとなり、売り切れの場合やロット数、枠の関係で変更となる場合がございますのでご了承ください。
その場合は代替プランでのご協賛内容をご提案させていただきます。

2. ご協賛申込締切日以降の内容変更は受付致しかねますので、内容確定の上お申し込みをお願い致します。
（ポスター、うちわ、ティッシュの希望事前配布数も含む）

2. ご協賛申込締切日以降の内容変更は受付致しかねますので、内容確定の上お申し込みをお願い致します。

3. 協賛・屋台ブースを別途お申込みいただいた出店予定の企業様は、屋台説明会へ参加をお願い致します。
※サンプル配布共同ブースは対象外
屋台説明会 ： 6月1日（水）

3. 協賛・屋台ブースを別途お申込みいただいた出店予定の企業様は、屋台説明会へ参加をお願い致します。
※サンプル配布共同ブースは対象外
屋台説明会 ： 8月5日（金）

4. 協賛・キッチンカーブースの出店募集は先着順にて行います。下記の入金締め切り日の厳守をお願い致します。
ご入金確認後に確定となりますので、お申込み・ご入金のタイミングによりご希望に添えない場合もございますので、予めご了承ください。
各種協賛プランご入金締切 ： 2022年5月16日（月）

4. 協賛・キッチンカーブースの出店募集は先着順にて行います。下記の入金締め切り日の厳守をお願い致します。
ご入金確認後に確定となりますので、お申込み・ご入金のタイミングによりご希望に添えない場合もございますので、予めご了承ください。
各種協賛プランご入金締切 ： 2022年7月２２日（金）

5. 各種協賛プラン、協賛・屋台ブース出店にお申込みを頂いた場合でも、ご入金締切日までにご入金を確認できなかった場合、
各種協賛プラン、協賛・屋台ブース出店を見合わせて頂く場合がございますので予めご了承ください。

5. 各種協賛プラン、協賛・屋台ブース出店にお申込みを頂いた場合でも、ご入金締切日までにご入金を確認できなかった場合、
各種協賛プラン、協賛・屋台ブース出店を見合わせて頂く場合がございますので予めご了承ください。

6. 広告媒体の性質により気象条件等に一定の制約を受ける広告物等がございます。
また、感染症流行の拡大や暴風雨等のやむを得ない事情により、みなとまつりが中止となる場合がございます。
そのような場合、お申込みいただいた広告物等が期間中展示・配布できない場合がございます。
ご協賛金の返金は、時期・状況を鑑みて別途ご相談させていただきます。
（※）全国・兵庫県のフェーズに原則順守して判断を行います。

6. 広告媒体の性質により気象条件等に一定の制約を受ける広告物等がございます。
また、感染症流行の拡大や暴風雨等のやむを得ない事情により、Ａｕｔｕｍｎ Ｆｅｓｔｉｖａｌ ｉｎ ＫＯＢＥが中止となる場合がございます。
そのような場合、お申込みいただいた広告物等が期間中展示・配布できない場合がございます。
ご協賛金の返金は、時期・状況を鑑みて別途ご相談させていただきます。
（※）全国・兵庫県のフェーズに原則順守して判断を行います。

7. 協賛品目の詳細についてはやむを得ず予告なく変更することがございます。ご了承ください。
なお、協賛品目の詳細につきましては「ご協賛の案内」をご確認ください。

7. 協賛品目の詳細についてはやむを得ず予告なく変更することがございます。ご了承ください。
なお、協賛品目の詳細につきましては「ご協賛の案内」をご確認ください。

【個人情報の取扱い】

【個人情報の取扱い】

1. 個人情報保護管理者は、一般社団法人神戸青年会議所とします。

1. 個人情報保護管理者は、一般社団法人神戸青年会議所とします。

2. お預かりした個人情報は、お申込みいただいた方の同意なしに第三者に開示、提供することはございません。

2. お預かりした個人情報は、お申込みいただいた方の同意なしに第三者に開示、提供することはございません。

3. お預かりした個人情報のうち、広告物等に掲示した会社・団体・個人名等については、
ホームページ、広報誌、その他一般社団法人神戸青年会議所の活動報告等に利用します。

3. お預かりした個人情報のうち、広告物等に掲示した会社・団体・個人名等については、
ホームページ、広報誌、その他一般社団法人神戸青年会議所の活動報告等に利用します。

4. 本人の求めによる個人情報の利用目的の通知、開示、訂正、削除、利用又は利用の停止等は法令に従い適切に行います。

4. 本人の求めによる個人情報の利用目的の通知、開示、訂正、削除、利用又は利用の停止等は法令に従い適切に行います。

5. お申込みをもって、個人情報の取り扱いに関する表示及び本注意事項にご了承頂いたものと致します。

5. お申込みをもって、個人情報の取り扱いに関する表示及び本注意事項にご了承頂いたものと致します。

【お申込み手続き及び振込について】

【お申込み手続き及び振込について】

1 協賛申込書が届き次第、請求書を発行・送付させていただきます。

1 協賛申込書が届き次第、請求書を発行・送付させていただきます。

2 ご協賛金は下記、銀行口座にお振込みください。

2 ご協賛金は下記、銀行口座にお振込みください。

3 振込手数料はご入金者ご自身でご負担いただきますようお願い致します。

3 振込手数料はご入金者ご自身でご負担いただきますようお願い致します。

4 領収書が必要な場合は別紙領収書欄（②ご請求書送付先）にチェックをお願い致します。

4 領収書が必要な場合は別紙領収書欄（②ご請求書送付先）にチェックをお願い致します。

5 申込用紙の合計欄に、申込口数と協賛金額を必ずご記入ください。

5 申込用紙の合計欄に、申込口数と協賛金額を必ずご記入ください。

6 協賛申込書を下記宛先までＦＡＸ及びメール（PDF形式）にてご提出をお願い致します。その他お問合せも下記にて承ります。

6 協賛申込書を下記宛先までＦＡＸ及びメール（PDF形式）にてご提出をお願い致します。その他お問合せも下記にて承ります。

第21回「Kobe Love Port・みなとまつり」
振 込 先 ：三井住友銀行 神戸営業部 普通９８３１６６０
口座名義：一般社団法人神戸青年会議所 みなとまつり実行委員会
〒650-0046 神戸市中央区港島中町6-1 神戸商工会議所6階
一般社団法人神戸青年会議所事務局内
第21回「Kobe Love Port・みなとまつり」実行委員会 協賛担当：西海 雄一
ＴＥＬ：078-303-0075／ＦＡＸ：078-303-0175
Ｅ-mail:maturiminato@gmail.com

「Ａｕｔｕｍｎ Ｆｅｓｔｉｖａｌ ｉｎ ＫＯＢＥ」
振 込 先 ：三井住友銀行 神戸営業部 普通１８３５０７６
口座名義：一般社団法人神戸青年会議所 Autumn Festival in KOBE実行委員会
〒650-0046 神戸市中央区港島中町6-1 神戸商工会議所会館6階
一般社団法人神戸青年会議所
「Autumn Festival in KOBE」実行委員会 協賛担当 : 金村 実香
ＴＥＬ：078-303-0075／ＦＡＸ：078-303-0175
Ｅ-mail:chiikikachisouzou@gmail.com

