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2019 スポニチいわて奥州きらめきマラソン スポンサー等募集要項 

 

１ 趣旨 

 いわて奥州きらめきマラソン実行委員会、奥州市、奥州市教育委員会、一般社団法人奥州市体育協会

及び株式会社スポーツニッポン新聞社(以下「主催者」という。)は、2019 スポニチいわて奥州きらめき

マラソン(以下「大会」という。)の基本方針にご理解いただき、協賛していただける企業、団体、個人

を広く募集します。 

 

２ 協賛の分類及び定義 

２－１ 協賛企業、協賛団体、協賛個人とは 

大会成功に寄与するための運営上の経費に供する事を目的として、協賛の申込みを行い１万円以上の

金銭による協賛をいただける場合は、協賛企業・協賛団体・協賛個人（以下、「スポンサー」という。）

として位置付けます。 

 

２－２ 特別協賛 

大会成功に寄与するための運営上の経費に供する事を目的として、特別協賛の申込みを行い 10万円以

上の金銭及び実行委員会が指定する物資を協賛いただける場合は、特別協賛企業、特別協賛団体及び特

別協賛個人（以下、「特別協賛者」という。）として位置付けます。 

 

２－３ 協賛の種別 

（１）金銭による場合（１口：１万円） 

    10 口（10 万円）未満の協賛は広告協賛者となります。 

10 口（10 万円）以上の協賛は、特別協賛として特別協賛メニューをご用意しております。 

（２）物品協賛による場合（金銭換算後 10万円以上の物品） 

    物品協賛による場合、希望小売価格の概ね 80％での金額換算をし協賛金額とします。 

物品については大会運営上必要であると大会事務局が判断するもので、協議のうえ決定します。 

 

３ 協賛で得られる特典 

３－１ 協賛の特典 

 すべてのスポンサーに、スポンサーの証として事業所等掲出用のステッカー１枚と、協賛のぼり旗１

枚（旗のみ）を進呈します。のぼり旗は、事務局では２枚作成し、残る１枚はマラソンのコース沿道に

設置させていただきます。また、大会プログラムの「スポンサーリスト」にて、スポンサーのお名前を

ご紹介します。なお、本要項の図柄は第２回大会のものであり、第３回の図柄は変更になる予定です。 

 

（１）ステッカー 

地域を挙げて大会開催への機運を高めるために任意の場所に貼っていただくことができます。 

前回大会ステッカー 

  サイズ 縦 75×横 170 mm 
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（２）のぼり旗 

大会への協賛をＰＲするととともに、多くの方の目に触れる場所に掲出することで大会開催への機

運を高めるため事務局で２枚作成し、１枚（旗のみ）をスポンサーに進呈、１枚をコース沿道に掲

示します。（設置の際のポール等は進呈しておりません） 

 

前回大会のぼり旗           

  サイズ 縦 1,800×横 450mm 

  テトロンポンジ 

  スポンサー名を一色で印字します 

  フォント・レイアウトは 

  実行委員会事務局指定 

                                 

 

（３）卓上ミニのぼり 

５万円以上の協賛の場合は 

事業所の机上に設置できるミニのぼり 

を１個進呈します。 

 

前回大会卓上ミニのぼり 

サイズ 縦 300×横 100mm 

テトロンポンジ 

スタンド込 縦 360×横 125 mm 

  スポンサー名なし 

  フォント・レイアウトは 

  実行委員会事務局指定 

 

３－２ 大会プログラム広告の特典 

協賛金額２万円以上でエントリーしたランナー及び大会関係者に配付する大会プログラムへの広告を

掲載します。プログラム原稿の入稿までに、スポンサーは実行委員会事務局へ広告原稿を提出していた

だきます。ただし、広告原稿の提出は任意とします（必ず提出を求めるものではありません）。 

また、協賛金額１万円以上で３－１協賛の特典に記載のとおり、大会プログラムの「スポンサーリス

ト」にて、協賛企業・個人のお名前をご紹介します。 

 下表により整理します。 

大会プログラム広告（Ａ４サイズ） 条件 

大会プログラム１頁    カラー 裏表紙 協賛金額１位 

大会プログラム１頁   カラー 表紙・裏表紙対向 協賛金額２位、３位 

大会プログラム１頁    モノクロ１色 協賛金額 30 万円以上 

協賛者名 

←のぼり旗 

 

 ミニのぼり↓ 

19 



 

3 

 

大会プログラム 1/2 頁  モノクロ１色 約 120mm×179mm（内寸） 協賛金額４万円以上 

大会プログラム 1/4 頁  モノクロ１色 約 60mm×179mm（内寸） 協賛金額２万円以上 

スポンサーリスト（企業名・団体名・氏名）への掲載 協賛金額１万円以上 

 

３－３ 特別協賛者の特典（特別協賛メニュー） 

 特別協賛者には、特別協賛メニューの中から、協賛金額１万円につき１ｋｐ（きらめきポイント）獲

得とし、獲得ポイント内で任意の広告を選択していただきます。（物資による協賛の場合は、換算後の金

額を協賛金額とします） 

 詳細については大会ホームページに掲載の特別協賛メニューをご覧いただくか、実行委員会事務局へ

お問い合わせください。一例として、大会名義使用権、各種名入れ（ネーミングライツ）、協賛ランナ

ーの参加料無料でのエントリーなど、複数のメニューをご提示いたします。 

 

４ 協賛の申込み方法 

４－１ 広告協賛の申し込み方法 

別紙2019スポニチいわて奥州きらめきマラソン協賛申込書に必要事項をご記入のうえ、大会事務局（下

記問い合わせ・申し込み先）へ送付してください。（ＦＡＸ・メール可） 

また、本大会への協賛をお申込みいただいたスポンサーには、次回大会にも協賛のご案内させていた

だきますので予めご了承願います。 

 

４－２ 大会プログラム広告の特典の申し込み方法 

原稿入稿日は 2019 年２月 28 日（木）の予定であるので、プログラム広告を希望するスポンサーは入

稿日までに実行委員会事務局へメール等で原稿を提出するものとします。印刷を円滑に行うためデータ

による原稿提出時のファイル形式は「ＰＤＦファイル」もしくは「ＪＰＧファイル」とします。 

 

４－３ 特別協賛の申し込み方法 

 別紙 2019 スポニチいわて奥州きらめきマラソン特別協賛申込書に必要事項ご記入のうえ、大会事務局

へ送付してください。（ＦＡＸ・メール可） 

 詳細は大会ホームページに記載されている特別協賛メニューご提案書をご覧ください。 

 

４－４ 特別協賛の早期協賛申し込みについて 

    ランナーのエントリー募集前に一定以上の金銭による協賛をお申込みいただいた場合、特別協賛者に

はエントリー募集前の早期協賛特典をご選択いただけます。この場合、本要項の告知日から 2018 年 10

月１日（月）までに別紙により協賛予定金額を申告していただきます。 

 

５ 協賛申込受付期限 

    2019 年２月 28日（木）までとしますが、協賛は随時受け付けます。 

 

６ 協賛金の支払方法 
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  以下のいずれかを選択してください。 

（１）主催者が指定する口座への振込 

お申込に際し、大会事務局から請求書・領収書の送付希望について明記願います。振込確認後、

大会開催一か月前を目途に３－１の「協賛の特典」をお送りします。 

    なお、振込手数料については、ご負担願います。 

    振込先は以下のとおりとなります。 

     銀行口座 水沢信用金庫 江刺支店 

 ＜フリガナ＞ﾐｽﾞｻﾜｼﾝﾖｳｷﾝｺ ｴｻｼｼﾃﾝ 

    預金種類 普通 

     口座番号 店番号００３ 口座番号０２１０５８６  

     口座名義 いわて奥州きらめきマラソン実行委員会 会長 小沢 昌記  

＜フリガナ＞ｲﾜﾃｵｳｼｭｳｷﾗﾒｷﾏﾗｿﾝｼﾞｯｺｳｲｲﾝｶｲ ｶｲﾁｮｳ ｵｻﾞﾜ ﾏｻｷ 

  （２） 主催者が集金に伺いますので希望の日をお申し付け願います。 

 

７ 協賛金の支払（振込）期限 

  原則、協賛のお申込みのあった日から 30 日以内とします。 

 

８ 広告掲載基準 

  スポンサーは「奥州市企業広告取扱要綱」に準ずることとし、下記に該当する広告は、掲載するこ

とができません。 

（１） 政治性又は宗教性のあるもの  

（２） 選挙に関するもの  

（３） 社会問題についての主義主張に関するもの  

（４） 訪問販売、先物取引及び風俗営業に関するもの並びにこれらに類するもの  

（５） 公の秩序又は善良な風俗に反するもの  

（６） 前各号に掲げるもののほか、広告を掲載することが適当でないと実行委員長が認めるもの 

 

 

９ 大会予算書 （参考 平成 30年８月 24日現在） 

 （１） 収入 ※単位：千円 

項目 予算額 内  容 

参加費 26,000 
マラソン（42.195ｋｍ） ７千円 

10km ３千円  ２km ２千円 

協賛金 9,120 協賛金及び特別協賛金 

奥州市補助金 31,500  

雑収入・繰入金 2,127 2017 大会繰越金、出店料、預金利息等 

計 68,747  
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 （２） 支出 ※単位：千円 

項目 予算額 内  容 

報償金、報償品 6,300 
医師・看護師派遣、沿道公演団体、ゲストラ

ンナー、参加賞、トロフィー・楯 

需用費 7,690 
ポスター・プログラム等印刷、給水所用ドリ

ンク、スタッフ用昼食、消耗品 等 

業務委託費 49,810 
会場設営、交通誘導警備、記録計測集計、参

加者輸送バス、交通規制看板設置 等 

広告宣伝費 1,300 テレビ放映 等 

借上料 110 ＡＥＤ 

イベント費 52 開会式、物産展等 

その他 3,485 燃料費、通信運搬費、手数料、保険料 

計 68,747  

 

10 その他 

（１）本大会がやむを得ない事情で中止となった場合でも、受領済みの協賛金等はお返しできません

ので、予めご承知おきください。 

 （２）特別協賛に関して疑義が生じた場合は、お互いに協議のうえ、誠意をもって解決にあたります。 

（３）手続き上取得する個人情報は、大会の実施に係る業務以外の目的で使用することはありません。 

 

11 お問い合わせ・申し込み先 

   いわて奥州きらめきマラソン実行委員会事務局 

    〒023-1192 岩手県奥州市江刺大通り１番８号  

          奥州市協働まちづくり部生涯学習スポーツ課内 

    T E L：0197-35-2111（内線 334・335・336） 

        F A X：0197-35-7466 

        E-Mail：shousupo@city.oshu.iwate.jp 

    大会ホームページ http://oshukirameki.jp/  

 

大会ホームページＱＲコード 


