平成２９年度全国中学校体育大会 第４４回全日本中学校陸上競技選手権大会・第４８回全国中学校サッカー大会

プログラム広告協賛募集要項
１ 主 催

２ 主 管

３ 後 援
（予定）

（公財）日本中学校体育連盟
（公財）日本陸上競技連盟
（公財）日本サッカー協会
熊本県教育委員会
熊本市教育委員会
菊池市教育委員会
合志市教育委員会
大津町教育委員会
菊陽町教育委員会
山鹿市教育委員会
九州中学校体育連盟
熊本県中学校体育連盟
熊本市中学校体育連盟
菊池郡市中学校体育連盟
山鹿市中学校体育連盟
（一財）熊本陸上競技協会
（一社）熊本県サッカー協会
スポーツ庁 全日本中学校校長会 全国都道府県教育長協議会 全国市町村教育委員会連合会
(公社)日本 PTA 全国協議会 日本私立中学高等学校連合会 ＮＨＫ 全国新聞社事業協議会
朝日新聞社 毎日新聞社 熊本県 熊本市 菊池郡市 熊本県市町村教育委員会連合協議会
熊本県中学校長会 （公財）熊本県体育協会 熊本県ＰＴＡ連合会

４ 概 要
開催期日
開会式
開催地
競技会場
選手役員

陸上競技
８月１９日（土）～２２日（火）
８月１９日（土）熊本テルサ
熊本市
熊本県総合運動公園陸上競技場
約２５００名

５ 大会プロ （１） 発行部数
発行概要 （２） 規
格
（３） 配 布 先

サッカー
８月１８日（金）～２３日（水）
８月１８日（金）菊池市総合体育館
菊池郡市 山鹿市
大津町総合運動公園 他
約１５００名

各約３０００部
各１３０ページ程度
カラー・モノクロ Ａ４版縦とじ
（公財）日本中学校体育連盟
全国競技団体
都道府県中学校体育連盟
開催県市教育委員会
スポーツ庁
報道関係者
大会関係機関・団体
大会役員・関係者
都道府県関係競技役員
選手・監督
応援保護者
一般
その他

６ 大会ＨＰ （１） 開
設
第４４回全日本中学校陸上競技選手権大会ＨＰ
開設概要
第４８回全国中学校サッカー大会ＨＰ
（２） 開設期間
平成２９年７月～１１月の５ヶ月間以上（※H28 実績１０万アクセス以上）
７ 広告料及び協賛金
No
掲載紙面
色
金額（１競技）
区分
１ 裏表紙 （縦 26cm×横 18cm）
カラ－
350,000 以上
２ 表紙裏 （縦 26cm×横 18cm）
カラ－
300,000 以上
３ 裏表紙裏 （縦 26cm×横 18cm）
カラ－
250,000 以上
☆
４ 裏表紙扉 （縦 26cm×横 18cm）
カラ－
200,000 以上
５ 本文中１ページ （縦 26cm×横 18cm）
カラ－
150,000
広告料 ☆
☆
６ 本文中１ページ （縦 26cm×横 18cm）
モノクロ
100,000
☆
７ 本文中１／２ページ （縦 12.5cm×横 18cm）
モノクロ
50,000
☆
８ 本文中１／４ページ （縦 6cm×横 18cm）
モノクロ
30,000
☆
９ 本文中１／８ページ （縦 6cm×横 8.5cm）
モノクロ
20,000
☆
10 事業所名、電話番号
モノクロ
10,000
協賛金 ☆
11 事業所名または氏名のみ
モノクロ
5,000
☆
12 企業名バナー（ＨＰ）
カラー
50,000
※ ☆印の№4～№12 で選択することができます。なお、№5～№11、No12 企業名バナー（ＨＰ）の掲載場所は、
当方にご一任ください。なお、振込の場合、振込手数料はご負担いただきますよう、お願いいたします。

８ 申 込

（１） 申込方法
別紙「広告協賛掲載申込書」に必要事項を記載の上、広告原稿を添えて、期日までに
下記申込先に送付してください。
（２） 申込期日
平成２９年６月３０日（金）まで
（３） 広告原稿送付先
下記の申込先をご参照ください。

９ 原 稿

（１） 広告
・ 広告は原則として原寸大（実物大）でお願いします。
・ 広告はダイレクト作成（そのまま印刷に使用できるもの）でお願いします。
・ デジタルデータ（CD-R、メール等）の送付でも構いません。
・ 特殊書体、デザイン原稿、ロゴ等は可能な限り鮮明なものをお願いします。
（２） ＨＰバナー
・ 原則として、企業名のみでお願いします。
・ バナー制作は、当企業かＨＰ委託業者が作成します。
・ ＧＩＦ形式で縦６０ピクセル×横１５０ピクセルの４キロバイト以内とします。
・ 当企業が制作した場合は、申込先アドレス宛にデータを送信してください。

１０ 原稿料
協賛金
の納付

（１） 請求書は、申込後に発行いたします。
（２） 現金納付の場合は、
「広告協賛掲載申込書」と同時にいただければ幸いです。
その場合、原則としてその場で請求書と領収書を発行いたします。
（３） 振込の場合は、申込み後、直ちに下記振込先にお振込みください。
その場合、振込書の控えをもって、領収書とさせていただきますことをご了承ください。
（４） 上記以外の場合、大会プログラムに請求書を添えて後日送付いたしますので、請求書が
到着次第９月２９日（金）までに振込をお願いします。
（５） ＨＰバナー協賛金は、
（公財）日本中学校体育連盟の口座へ振込になります。請求書、領
収書も（公財）日本中学校体育連盟が発行します。
（振込先は後日連絡）

１１ 備 考

（１） ご多用のところ誠に恐縮に存じますが、プロ編集の都合上、上記申込期日を厳守の上送
付くださいますようお願いいたします。
（２） 原稿等返却の必要があればその旨ご記入下さい。責任を持って返却いたします。
（３） 広告協賛をいただいた事業所には、遅くとも８月中に大会プログラムを１部送付させて
いただきます。ただし、協賛金協力（No10・11）をいただいた個人・会社（店）には、領
収書のみの送付とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
（４） ＨＰバナー申込後は、
（公財）日本中学校体育連盟から当企業へ確認の電話があります。
（５） 要項、掲載申込書等は、熊本県中学校体育連盟ＨＰからダウンロードできます。
熊本県中学校体育連盟のＨＰアドレス ⇒ http://www.ctr-kumamoto.com/
（６） その他ご不明な点がございましたら、下記担当者まで連絡ください。

《 陸上競技 》
問合せ・申込先・振込先

《 サッカー 》
問合せ・申込先・振込先

〒８６２－０９０１
熊本市東区東町４－１５－１ 熊本市立東町中学校
平成 29 年度全国中学校体育大会
熊本県実行委員会事務局
ＴＥＬ:070-2336-1867 ＦＡＸ:096-368-9959
E-mail: kumamotozentyu2017@yahoo.co.jp
担当者 沢田 修

〒８６９－１２３３
菊池郡大津町大津３１０ 大津町立大津北中学校
平成 29 年度全国中学校体育大会
熊本県実行委員会サッカー競技事務局
ＴＥＬ:080-3967-5335 ＦＡＸ:096-294-2316
E-mail: zenchu_soccer_kumamoto2017@yahoo.co.jp
担当者 大谷浩介

【 振込口座 】
金融機関：肥後銀行 東町団地支店
店番号：１３４
口座番号：４６９２７７
名義：全中熊本県実行委員会
陸上競技専門委員長 沢田 修

【 振込口座 】
金融機関：肥後銀行 東町団地支店
店番号：１３４
口座番号：４６９１１５
名義：全中熊本県実行委員会
サッカー専門委員長 牛島 智博

