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練馬こぶしハーフマラソン 2020 

協賛募集要項 

練馬こぶしハーフマラソン実行委員会（会長：前川燿男・練馬区長）は、「区民がスポーツに親しみ、地域

のつながりを深めるとともに、全国から多くのランナーを迎えて練馬区の魅力を広く発信する」ことを大会趣

旨として、令和２年 3月 22日（日）に「練馬こぶしハーフマラソン 2020」を開催します。 

開催にあたりましては、大会趣旨にご賛同の上、ご協賛いただける個人・団体等を、この協賛募集要項に

より広く募ります。 

1. 大会の概要 
【大会名称】 練馬こぶしハーフマラソン 2020（以下、「本大会」とする。） 

【開催日時】 令和２年３月 22日（日） 午前８時スタート 

【主 会 場】 都立光が丘公園（スタート・フィニッシュ） 

【コ ー ス】 笹目通り、目白通り、環八通り、川越街道を含む公道主体コース 

【種 目 ・定 員 】 ① ハーフマラソン（21.0975キロ） 5,000人 

② マイルラン（1.6キロ） ペア 500組（1,000人） 

2. 協賛特典 
協賛をお申し込みの個人・団体等（以下「協賛者」とする。）の皆さまには、協賛特典一覧【表１】により、

申し込み協賛金額に対応する協賛区分（特別協賛、一般協賛Ａ、一般協賛Ｂ）の特典を提供します。 

 

協賛特典一覧【表１】 

特典内容 
特別協賛 

（100万円以上） 

一般協賛Ａ 

（30万円以上） 

一般協賛Ｂ 

（30万円未満） 

大会特別エントリー枠 10名分 3名分 ― 

大会イベント会場にブース出店 １区画 １区画 ― 

特設ステージ装飾で協賛者名等を PR 
バックパネルに 

ロゴ表示 

袖パネルに 

社名表示 
― 

ナンバーカード等の送付時に協賛者のチラ

シ（Ａ４）を封入 
２種類 １種類 ― 

ジェイコム東京の大会事前ＰＲ番組でスポ

ットＣＭを放映 
４回以上 １回以上 ― 

ジェイコム東京の大会生中継番組でバナー

広告を表示 
６回以上 ３回以上 ― 

大会ホームページに協賛者ホームページリ

ンクを設定 

広告バナー 

リンク 

広告バナー 

リンク 

協賛者名 

リンク 
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3. 協賛メニュー 
協賛者の企業名や商品・サービス等のＰＲツールとして、９種類の協賛メニューを用意しました。 

本大会への協賛にあたりましては、１つ以上の協賛メニューを選んでお申し込みください。 

協賛メニュー一覧【表２】 

協賛メニュー 広告等の規格・数量等 協賛金額 備考 

ナンバーカード 

協賛 

ナンバーカード（H200×W240mm）上部約３分の１に協賛者ロ

ゴ広告等を掲載。発行枚数は、約 12000 枚（6000 人分）を予

定。各協賛者への割当枚数は、総発行枚数の按分とします。 

セットプラン（次頁参照）でのお申し

込み限定の協賛メニューです。 

ゲート協賛 協賛者指定ロゴ等をスタート・フィニッシュゲートに掲載。 

大会プログラム

協賛 

本文・カラー広告 Ａ４・１頁（全面） ３０万円 

掲載ページおよび掲

載位置は主催者一

任とさせて頂きます。 
本文・白黒広告 

Ａ４・１頁（全面） １６万円 

1/2頁（H126mm×W180mm） ８万円 

1/3頁（H80mm×W180mm） ６万円 

1/10頁（H50mm×W85mm） ２万円 

応援手旗協賛 

大会当日、主会場やコース沿道で無料配布

する応援手旗（H260×W320mm）の下部約 

１/４に協賛者ロゴ等を単独掲載します。 

2000本単位 ３０万円 複数口申し込み可 

配布場所指定はでき

ません。 

1000本単位 ２２万円 

100本単位 ５万円 

のぼり旗協賛 

大会１週間前から光が丘公園ふれあいの径とふたご橋に設

置するのぼり旗（H1800×W600mm）下部約 300mm に協賛者

ロゴ等を単独掲載します。 

１口・10本単位の申し込み。 

１口 

８万円 

複数口申し込み可 

設置場所指定はでき

ません。 

大会生中継 

バナー協賛 

ジェイコム東京が放送する大会生中継番組の画面上に、協

賛者のロゴ等のバナーを表示します。 

表示回数 ６秒×１回以上 

３万円 

バナーの表示時刻・

位置等は、主催者一

任とさせて頂きます。 

公式写真協賛 

（１社のみ指定） 

最も良い条件を提示された１社を、公式写真協賛者として指

定し、以下の取り扱いをします。 

①公式写真販売の許諾等 

「大会公式写真」の名称を使用して、参加者に写真販売す

ること、販売写真および販促物に大会ロゴを使用することを

許諾します。 

②広告掲載 

公式写真販売について、大会プログラム広告（本文・白黒・

１/２頁）を無償掲載します。 

③チラシ封入 

全参加者に送付する大会参加案内に、販促用のチラシ

（Ａ４判・１種）を無償で封入します。 

２０万円 

以上 

（１万円単位） 

大会後は、撮影写真

を保存した媒体を、

主催者に提供して頂

きます。 

主催者は、大会周

知・ＰＲの目的に限り

提供写真を無償使用

できることとします。 

その他詳細はお問い

合わせください。 

イベント出店協賛 

イベント会場に出店ブースを１区画（３.６m×２.７m、テント、

机、いす、コンセント付）提供します。展示・啓発活動の他、法

令および関係機関の指導を順守の上で飲食営業が可能で

す。（飲食営業を行う場合は、お申し込み前に大会事務局ま

で必ずご相談ください。） 

５万円 

協賛特典として提供

する区画を優先する

ため、ご希望に添え

ない場合があります。 

物品協賛 

物品提供による協賛です。参加者への副賞や記念品を想定

しています。大会ニーズに合致しないお申し込みは、お断り

することがあります。 

応相談 

個別対応となります

ので、直接お問い合

わせください。 

※ 記載の金額は全て 10%の税込金額です。 

  



練馬こぶしハーフマラソン実行委員会 

３ 

 

4. セットプラン 
セットプランとは、あらかじめ「特別協賛」または「一般協賛Ａ」に該当するように協賛メニューを選択し

てセットしたものです。 

セットプランの詳細は、下のセットプラン一覧【表３】でご確認ください。 

 セットプラン一覧【表３】 

セットプラン名 Ｓ１ Ｓ２ Ａ１ Ａ２ Ａ３ 

協賛区分 
特別協賛 

（100万円） 

一般協賛 A 

（30万円） 

大会プログラム協賛 
A4・全面 

カラー 
 A4・全面 

カラー 

A4・全面 

白黒 
 

応援手旗協賛  １口 

(2,000本) 
  １口 

（2,000本） 

のぼり旗協賛    ２口 

(２０本) 
 

ナンバーカード 

協賛 
１枠分 １枠分    

ゲート協賛 ４か所 ４か所    

※ 記載の金額は全て 10%の税込金額です。 

 

5. 協賛申し込み 

 協賛の申し込み方法 

つぎの何れかの方法で、協賛メニューを１つ以上お申し込みください。 

① 協賛メニュー一覧【表２】から、任意に協賛メニューを１つ以上選んで申し込む方法 

② セットプラン一覧【表３】から、セットプランを１つ選んで申し込む方法 

 協賛申込書の記入・提出 

同封の協賛申込書の必要事項を「協賛申込書記載例」を参考に記入して、申し込み先まで郵便、

ファクス、メールでお送りください。 

不明点や疑問点については、申し込み先にお問い合わせください。 

 協賛申込の受付期間 

この募集要項の配布開始日から、令和元年 11月８日（金）までとします。 

なお、受付期間終了後であっても、可能な限り対応をいたしますが、制作スケジュールの関係から

一部の協賛特典提供ができないことがありますので、予めご了承ください。 

 申し込み先 
〒１７６-８５０１ 

練馬区豊玉北６-１２-１ 練馬区役所 シティマラソン担当課内 

練馬こぶしハーフマラソン事務局 協賛担当  メール：kyousan.kobushi@gmail.com 

 電話：０３-５９８４-３５５５  ファクス：０３-５９８４-１２２８ 
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6. 申し込み後の手続き等 
① 協賛申込書の受領 

② 申し込み内容確認（大会事務局の協賛担当から電話いたします。） 

③ 「協賛特典の利用案内」、「協賛金ご請求書」の送付 

④ 広告原稿等のご提出、協賛金のご入金 

⑤ 協賛金領収書のご送付 

⑥ 特別エントリー名簿のご提出（特別協賛・一般協賛Ａのみ） 

⑦ 広告原稿の校正 

⑧ その他、必要なご連絡 

 

【イベント出店に関するご案内スケジュール】 

会場の出店ブースご利用についてのご案内は、下表のスケジュールで予定しております。 

時期 手続きなど 

１１月１日（金） 出店事務局開設 

１１月上旬以降 出店に関する説明資料、出店内容のヒアリングシートご送付 

１２月２０日（金） ヒアリングシートのご提出期限 

１２月中旬～１２月下旬 ヒアリングシートの内容や記入漏れについての照会 

１月上旬 出店説明会の開催通知、各種書類のご送付 

１月２４日(金) 

出店説明会 

出店者向けマニュアルの配布と説明、各種届書や出店内容ＰＲコメントの

ご提出、駐車票・搬入出票の配布、その他注意事項など 

２月上旬～ 臨時出店届のご提出、保健所の指導等に基づく営業内容の調整 

３月中旬 ブースに掲出する臨時出店届のご送付 

7. 申し込みにあたっての注意事項 

① 荒天、路面凍結、地震、風水害、事件、事故等の不測の事態が生じたときは、やむを得ず本大会

を中止することがあります。この場合であっても受領済協賛金は返還いたしません。また、これに

伴う仕入れ金の損害や営業機会の損失、その他いかなる名目においても、金銭補償は一切いた

しかねます。 

② この協賛募集要項による各種広告や特典の提供の有効期間は、原則として協賛金受領日または

物品協賛に関する協定締結日から発生し、令和 2年３月 31日に消滅します。 

③ 協賛金ご入金の際は、振込手数料をご負担ください。 

④ 物品協賛は、協賛される商品等の原価相当額から協賛金額を算定します。 

⑤ 以下に掲げるところに該当する協賛および大会趣旨にそぐわないと主催者が判断する協賛は、

お断わりすることがあります。 

・政治性および宗教性のあるもの 

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条に規定

する営業に該当するものまたはこれに類するもの 

・暴力団員等と密接な関係を有するもの 

8. お問い合わせ先 

〒１７６-８５０１ 

練馬区豊玉北６-１２-１ 練馬区役所 シティマラソン担当課内 

練馬こぶしハーフマラソン事務局 協賛担当 

【電 話】 ０３-５９８４-３５５５ 

【ファクス】 ０３-５９８４-１２２８ 

【メール】 kyousan.kobushi@gmail.com 

 


