2019 年 スリランカフェスティバル（2019 年 8 月 3 日～4 日 代々木公園）

スポンサーシップ 申込書

下記のスポンサーシップカテゴリーをお決め頂き、該当する□にチェックし、下記 Fax No. 又は E-mail アド
レスあてご返送をお願いいたします。
1.メインスポンサーシップ
<50 万円以＞
チェック欄
□
特典
 ブースが必要な場合、A サイズ（3.6mx5.4m）ブース 1 張のご提供（通常 13 万円）
 お会社名をメインスポンサーとして大型バナーに記載致します。
 フェスティバル HP と公共広告物に会社名をメインスポンサーとして記載致します。.
 VIP ゲストとして、オープニングセレモニーのオイルランプにご参加頂きます。
*ブースが必要か不要かをチェック願います
(□ 必要 / □ 不要)
*ブースにはテーブル 2、ビニールクロス 1、椅子２、コンセントが設置されていますが、追加がある場
合は、別途申込書を送付願います。
2.スポンサーシップ カテゴリーA

＜30 万円＞

チェック欄

□

特典
 ブースが必要な場合、A サイズ（3.6mx5.4m）ブース 1 張のご提供（通常 13 万円）
 お会社名をスポンサーとしてバナーに記載致します。
 フェスティバル HP と公共広告物に会社名を記載致します。.
 VIP ゲストとして、オープニングセレモニーにご招待致します。
*ブースが必要か不要かをチェック願います
(□ 必要 / □ 不要)
*ブースにはテーブル 2、ビニールクロス 1、椅子２、コンセントが設置されていますが、追加がある場
合は、別途申込書を送付願います。
3.スポンサーシップ カテゴリーB

＜20 万円 ＞

チェック欄

□

特典
 ブースが必要な場合、B サイズ（3.6ｍ×3.6ｍ）ブース 1 張のご提供（通常 10.5 万円）
 お会社名をスポンサーとして、バナーに記載致します。
 フェスティバル HP 及び公共広告物に会社名を記載致します。
 オープニングセレモニーにゲストとして、ご招待いたします。
*ブースが必要か不要かをチェック願います
(□ 必要 / □ 不要)
*ブースにはテーブル 2、ビニールクロス 1、椅子２、コンセントが設置されていますが、追加がある場
合は、別途申込書を送付願います。
4.スポンサーシップ カテゴリーC

＜10 万円＞

チェック欄

特典
 フェスティバル HP にお会社・団体名を記載致します。
 オープニングセレモニーにゲストとして、ご招待いたします。
5. スポンサーシップへの参加は辞退致します。
チェック欄
＊今回、ご辞退いただく場合にも、当シートをチェックの上返送頂くようお願いいたします。

□

□

フェスティバル振り込み銀行口座
ⅰ．銀行名 ：
三菱東京 UFJ 銀行 広尾支店
ⅱ．口座番号：
0616830 普通預金
ⅲ．名義人 ：
社団法人 日本スリランカビジネス評議会

お会社名【
ご担当者：
電話：
記載日時:
Return Fax No.
Contact

】(広告物印刷用)
Fax：

職位:

住所：
E-mail ：

ご署名：
03-6868-8999
03-6868-8666

Return address

info@srilankafestival.jp

申し込み期限 2019 年 5 月 31 日

Sri Lanka FESTIVAL 2019 (3rd & 4th of August 2019)
Sponsorship Application Sheet
Please confirm your sponsorship package with a tick mark at the designated box and return us
the form to the FAX number or email address mentioned at the bottom.
1.Sponsorship Category "Main Sponsor" JPY 500,000 or above Please tick to confirm □
Benefits to the Sponsors
3.6ｍ×5.3ｍ A‘size stall at the festival venue will be given FREE(Normal price JPY 130,000)
Publish company name on the Big banners as a main sponsor.
Publicity is extended in the electronic and print media.
Will be invited as a VIP guest for opening oil lamp ceremony.
Please tick to confirm if you are going to use the FREE stall ( □ Use / □ Do not use)
＊ Extra furniture need to be ordered by the application sheet.
2.Sponsorship Category "A"
JPY 300,000
Please tick to confirm □
Benefits to the Sponsors
 3.6ｍ×5.3ｍ A‘size stall at the festival venue will be given FREE(Normal price JPY 130,000)
 Publish company name on the banners as a sponsor.
 Publicity is extended in the electronic and print media.
 Will be invited to opening ceremony as a sponsor.
Please tick to confirm if you are going to use the FREE stall ( □ Use / □ Do not use)
＊ Extra furniture need to be ordered by the application sheet.





3.Sponsorship Category "B"

JPY 200,000
Please tick to confirm □
Benefits to the Sponsors
 3.6ｍ×3.6ｍ B’size stall at the festival venue will be given FREE(Normal price JPY 105,000)
 Publish company name on the banners.
 Publicity is extended in the electronic and print media.
 Will be invited as a guest for the opening ceremony
Please tick to confirm if you are going to use the FREE stall ( □ Use / □ Do not use)
＊ Extra furniture need to be ordered by the application sheet.
4.Sponsorship Category "C"
JPY 100,000
Please tick to confirm □
Benefits to the Sponsors
 Name/Logo of the institution will be published in electronic media
 Will be invited as a guest for the opening ceremony
5.We are unable to sponsor this year's festival
Please tick to confirm □
If you are unable to sponsor this time, please place a tick above and return the form.
The details of the festival bank account are as follows:
ⅰ．Name of the Bank : Mitsubishi Tokyo UFJ bank, Hiroo Branch
ⅱ．Account number ：
0616830
ⅲ．Type of the account： Ordinary
ⅳ．Account holder： Shadanhojin Nihon Sri Lanka Business Hyougikai

Company Name
Contact Person：
Address：
Telephone：
email address：
Date :
Return Fax No.

Return address
Contact

(To be printed PR material)

Title:
Fax：
Signature：
03-6868-8999

info@srilankafestival.jp
03-6868-8666

Dead Line 2019 05/31

