
茅ヶ崎ジャンボリー2019 スポンサーシッププログラムのご案内

■開催概要

開催日時 2019年9月23日（月・祝） 10時～17時

開催場所 神奈川県立茅ケ崎里山公園多目的広場(茅ヶ崎市芹沢1030）

主催 一般社団法人茅ヶ崎市観光協会

主管 茅ヶ崎ジャンボリー実行委員会

後援 茅ヶ崎市・財団法人神奈川県公園協会・茅ヶ崎商工会議所

出店者数 約20団体（予定）

動員予定数 目標12,000名

茅ヶ崎市北部丘陵地帯への観光客誘致を目的に、自然豊かな神奈川県立茅ケ崎里山公園の芝生広場（多目的広場）で行われる入場
FREEの野外コンサート。最高のロケーションの下、湘南を拠点に活動している20組程のグループが集結するカントリー＆ブルーグラス音楽
の祭典です。

ギター、マンドリン、バンジョーなど、アコースティック楽器が楽しくスイングし、
カントリーダンスの軽快なステップが会場を盛り上げます。
アメリカンフードやウエスタングッズ、地元物産などのショップも多数出店し、気分はもうアメリカそのもの。
芝生の上にのんびり寝転び、懐かしくも新しい≪GOOD MUSIC≫をお楽しみ頂きます。

2010年より開催し本年10回目を迎え、地元の方のみならず、カントリーミュージックやブルーグラスミュージック愛好者の間にも
確実に定着してきているイベントです。

ご協力頂ける企業様へは多彩なスポンサーシッププログラムをご用意し、来場者の皆様との周知、交流、そしてビジネスチャンスとなる場を
ご提供しています。ぜひ、茅ヶ崎ジャンボリーへのスポンサードをご検討くださいますよう、お願い申し上げます。

1



2

・実施日 2018年9月23日（日・祝）
・開催場所 神奈川県立茅ケ崎里山公園多目的広場
・来場者 約12,000人（前年8,500人）
・出店者数 20団体（飲食店：16 物販店他：4）
・協賛 （株）アルバック、EAST HOTCH POTCH、稲岡ハウジング（株）、

（株）井上工業、オーエム建美、音の辻2018、（有）キャロル、
シークミュージック、湘南ちがさき屋十大、ステージコーチ、Twinkle、BOTCHY BOTCHY

・The Riverside Singers・The 14th Moon・River of Time・エディ稲田＆ミルキーウェイ・茅ヶ崎グラスアライアンス
・Jack☆Trio・The BOTCHYS・Honey Nights・龍麿 3・さいとうゆりこ・Luther Smoke Dokeyes・小田原BG研究会
・片山誠史（ハリネズミ BAND）・ブルーグラス☆ポリス ・Keiko Walker Band
・カントリーダンス；Twinkle

１．実施概要

２．出演者

■前年開催実績

茅ヶ崎市北部丘陵地帯への観光客誘致を目的に、カントリーミュージック及びブルーグラスミュージックの
演奏、カントリーダンス、それに関する商品の販売や飲食の提供と地元物産の紹介、販売など、
会場全体を賑やかに演出した。当日は出演者とステージを見る観客が一体となり最後まで楽しんでいた。
またパークセンター前広場でアメリカンクラシックカーの展示会、音楽ミニステージも行い、よりアメリカらしさを演出し
例年以上に里山の環境と音楽に来場者も満足していた。

3．報告



■前年開催実績(ポスター・チラシ)
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■出展メニュー 「A」：出展・展示ブース

・茅ヶ崎ジャンボリーの中心となるステージ前の商店・企業・団体の出展・展示エリアを設けます。

・飲食、物品の販売、PR展示にご利用頂けます。

・製品の販売、ＰＲやマーケティング、来場者とのコミュニケーションにご活用ください。

・ポスターチラシなど協賛社名欄に明記します。

【申込締切日：5月31日（金）】

★仕様
•ブースサイズ： 2間（3.6ｍ）×1.5間（2.7m）
•募集数：2小間

価格＝ 75,600円（税込）

http://f.hatena.ne.jp/eboshiiwa/20110926143502
http://f.hatena.ne.jp/eboshiiwa/20110926143502


•イベント全般におけるご協賛です。
•メディアの取材誘致も積極的に進め、スポンサーの露出効果を高めます。
•下表のメニュー以外も予算に応じ対応いたします。事務局までご相談ください。

■協賛メニュー「B」 ：イベントセット協賛

プラチナ ゴールド シルバー

価格 216,000円（税込） 54,000円（税込） 10,800円（税込）

枠数 1社限定 限度ナシ 限度ナシ

ステージ挨拶タイム ○ ― ―

ロゴ露出

ポスターチラ
シ

○ ○ 社名掲載

公式ウェブサ
イト

社名掲載 社名掲載 社名掲載

会場サイン
ボード

○
― ―

カタログ配布（会場本部） ○ ○ △（３口以上）

会場内のぼり ○ ○ △（３口以上）
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【申込締切日：7月31日（水）】



•事前制作・配布するチラシ・ポスターに広告を掲載します。1社限定。
•イベント協賛をご利用いただくスポンサー企業のほか、一般企業からも出稿頂けます。

【媒体概要】
配布場所：茅ヶ崎市内協力店舗・企業、首都圏ライブハウス、ウエスタンショップ

などの関連店舗、茅ケ崎里山公園、茅ヶ崎市観光キャンペーン等にて
積極配布

版型：A5（1420mm×2200mm）

■広告メニュー 「C」：チラシ広告
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※入稿方法やスケジュールについては、事務局までお問い合わせください。

★仕様
•予定サイズ：1400mm×300mm

•配布枚数：1万枚
•カラー印刷

価格＝ 75,600円（税込）

ファイル形式： jpg形式、ai形式

※広告サイズ、レイアウトは変更する場合があります。
※入稿方法やスケジュールについては、観光協会までお問い合わせください。

【申込締切日：7月31日（水）】

A5
（チラシ裏面）



•メインステージに大型のバナーを掲出いたします。

•イベント協賛をご利用いただくスポンサー企業のほか、一般企業からも受け付けます。

★仕様

・スペース①
•サイズ： 横8.5m×高さ0.8m

（ステージサイズ：縦5.4m×横9.0m×高さ1.0m）
•掲示場所：ステージ前面

価格＝ 75,600円（税込）＋バナー制作費

・スペース②
•サイズ： 縦1.0m×横1.2m

•掲示場所：ステージ前面

価格＝ 32,400円（税込）＋バナー制作費

・スペース③
•サイズ： 縦1.8m×横1.5m

•掲示場所：スピーカー前

価格＝ 32,400円（税込）＋バナー制作費

※入稿方法やバナー制作費については、観光協会までお問い合わせください。

○特典（共通）
※事前告知用ポスターチラシ掲載
※当日チラシ掲載

■広告メニュー 「D」：メインステージバナー

イメージ
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掲示スペース①

② ②

【申込締切日：7月31日（水）】

掲示スペース③

実施例



•会場内のぼり、JR茅ケ崎駅前のぼりに企業名を入れたのぼりを設置いたします。

•会場内はイベント来場者、JR茅ケ崎駅前は通勤や通学、お買いものなど多くの方が通る場所を彩るのぼりです。

★仕様

・スペース①
•のぼりサイズ： 幅600mm×高さ1800mm

•掲示場所：JR茅ケ崎駅北口ペデストリアンデッキ
•9月9日（月）より開催日当日まで（15日間）
•8本限定

価格＝ 30,000円（税込） ＊２本セット50,000円

※参考：JR茅ケ崎駅１日平均乗降客数11万人

・スペース②
•のぼりサイズ： 幅600mm×高さ1800mm

•掲示場所：里山公園内入口～イベント会場
•イベント当日掲示

価格＝ 10,000円（税込）

○掲載内容
•企業団体名、ロゴ、連絡先、PR文等

JR茅ケ崎駅ペデストリアンデッキ

里山公園

広告スペース

茅
ヶ
崎

ジ
ャ
ン
ボ
リ
｜

■出展メニュー 「E」：イベントのぼり広告 【申込締切日：7月31日（水）】
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■出展メニュー 「F」：抽選会物品提供

ステージの最後に行う大抽選会への景品提供です。

楽器、グッズ、CD・DVD、商品券など来場のお客様に
プレゼントいたします。
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★商品の縛りは特にございません。

価格= 現物ご提供

【申込締切日：8月31日（土）】



■お申し込みについて
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巻末「スポンサーシッププログラム申込書」をご記入のうえ、FAXまたは郵送にて観光協会までお送りください。

・申込書を受理後、観光協会より請求書を発行いたします。

【お問い合わせ先】

一般社団法人茅ヶ崎市観光協会
〒253-0041 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-2-53
電話番号：0467-84-0377
ファックス：0467-84-0378
E-mail：eboshi-rock@chigasaki-kankou.org



■スポンサーシッププログラム申込書

本申込書をFAXまたは郵送にて観光協会までお送りください。

【お申し込み先・お問い合わせ先】 一般社団法人茅ヶ崎市観光協会
〒253-0041 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-2-53
電話番号：0467-84-0377 ファックス：0467-84-0378
E-mail：eboshi-rock@chigasaki-kankou.org

FAX: 0467-84-0378

※請求先が上記と異なる場合は記入してください

会社名

住所
〒

申込

責任者

所属･

役職

氏名

連絡

担当者

所属・

役職

氏名

TEL

FAX

E-mail

請求先

会社名

住所
〒

担当者

所属・

役職

氏名

TEL

FAX

E-mail

メニュー 金額(税込) 
「○」をご記入くだ

さい

A 出店 75,600円

B イベント協賛

プラチナ
216,000円

ゴールド
54,000円

シルバー
10,800円

C チラシ広告 75,600円

D
メインステージバナー（※）
※バナー制作費は別途必要です

①；75,600円

②；32,400円

③；32,400円

E イベントのぼり広告

①；30,000円

②；10,000円

F 抽選会物品提供
品名


