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ご協賛のご案内

2022年 7月17日 (日 )・18日 (月・祝 )
会場：メリケンパーク
主催：第21回「Kobe Love Port ・ みなとまつり」実行委員会

Autumn Festival 

in KOBE

2022年９月23日 (金・祝 )
会場：京町筋（旧居留地）
主催：「Autumn Festival in KOBE」実行委員会



ご挨拶とご案内

ご挨拶とご案内
Kobe Love Port・みなとまつりに関して
Autumn Festival in KOBE に関して
協賛プランに関して（セットプランの説明）
お申し込み方法に関して
会場協賛プラン（ステージ看板 A）
会場協賛プラン（ステージ看板 Al）
会場協賛プラン（ステージ看板 B・C）
会場協賛プラン（ステージ看板 B・C）
会場協賛プラン（テント上看板・ゲート看板・パネル・トイレ看板）
会場協賛プラン（テント上看板・ゲート看板・パネル・トイレ看板）
会場協賛プラン（キッチンカー出店・ブース出展・フォトスポット）
会場協賛プラン（キッチンカー出店・ブース出展）
広告協賛プラン（HPバナー・Youtube・SNS・チラシ＆ポスター）
広告協賛プラン（HPバナー・Youtube・SNS・チラシ＆ポスター）
オリジナルグッズ（みなとまつり）
オリジナルグッズ（Autumn Festival）
オリジナルグッズ（みなとまつり）
オリジナルグッズ（Autumn Festival）
協賛申込みに関する注意事項
お問い合わせ｜Contact
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この度、一般社団法人神戸青年会議所は、2022 年 7月 17 日（日）、18 日（月・祝）
に「第 21 回 Kobe Love Port・みなとまつり」を、2022 年 9月 23 日（金・祝）に
「Autumn Festival in KOBE」を、各実行委員会を発足し、実施する運びとなりました。

　両事業ともに参加者からの収益を求めず、協賛をもとに開催させていただきます。
本年は、「夏」と「秋」の２大事業として、ともに協賛のご案内をさせていただきます。
違った側面をもったイベントとなりますので、協賛アイテムに関しても豊富な種類を
ご用意しております。

　神戸市最大級の市民祭りである「Kobe Love Port・みなとまつり」と、新たなに文
化の発信元でもある、旧居留地を封鎖した、大型イベント「Autumn Festival in KOBE」
の協賛企業として企業 PRを行い、貴社の神戸においての企業イメージのブランディ
ング効果の向上と、神戸市民の貴社に対する認知度の高めますので、本事業にご賛同
いただき、ご支援とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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第２１回「Kobe Love Port・みなとまつり」
開催趣意書

海と山の豊かな自然に囲まれた神戸のまちは、国際交流の玄関口である神戸港とともに、異国の文化や人を受け入れることで
発展を遂げてきました。そして、発展の礎となった「海」と「港」に感謝を捧げ、市民の交流の場を創出し、さらなるまちの
発展を願い始まった「Kobe Love Port・みなとまつり」は本年２１回目を迎えます。
　昨年の第２０回「Kobe Love Port・みなとまつり」は、コロナ禍での開催となりましたが、新たにライブ配信をおこない、
来場者２万５千人、ライブ配信視聴者１万３千人と多くの方にご参加いただきました。開催にあたり、ご支援ご協力いただき
ました多くの市民・企業・団体の皆様に厚く御礼申し上げます。
　２０２２年度は、７月１７日（日）・１８日（月・祝）に、第２１回「Kobe Love Port・みなとまつり」を開催いたします。
本年度は「映像と音でつながる未来」をテーマに掲げ、時間帯によって変化する来場者の年代に沿った、イベントを構築し、
コロナ禍において制限された「触れる」「喋る」といった当たり前のコミュニケーションの未来を切り拓く技術を取り入れます。
そして、今まで以上に地域に密着し、人々の心をつなぎ、アフターコロナにおける新たな交流と市民生活を発表する機会を創
出してまいります。
　「Kobe Love Port・みなとまつり」が神戸のまちと人のすばらしさを体現し、明るい夢と未来を描いていただく機会になる
よう、みなさまに開催趣意をご理解いただき、ご賛同いただきたく存じます。また、前年度におきましてご支援をいただきま
したみなさまには、より一層のご支援とご協力を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

第１回「Autumn Festival in KOBE」
開催趣意書

神戸のまちは自然豊かな山や海に囲まれ、開港以来異文化を組み合わせたライフスタイルを築き発信してきました。しかし、
新型コロナウイルスの影響により、数あるまちの魅力を体験できる機会が減少しつつあります。来神した人々にまちの魅力を
体験していただくことが、神戸の人々にとっての“誇り”や“愛着”となり、まちの活性化へとつながると考えます。そこであら
ためて神戸港開港当時のように異文化同士が混ざり合い、新しい魅力を体験することのできる機会を提供し、経済再建の機会
の一歩になる願いを込めて「Autumn Festival in KOBE」を開催いたします。
　2022年9月23日(金・祝)に神戸で最も歴史の長い文化地区である旧居留地にて、神戸の衣食住にわたる生活文化と、プロア
ーティストの表現を掛け合わせた文化の祭典 を開催します。会場を4つのエリアに分け、『ステージパフォーマンス』『アー
ト』『フード』『展示コンテンツ』といった企画を誘致し、それぞれに軸となる集客力のあるゲストを起用します。また、フ
ィナーレでは夜の旧居留地をステージに、光をテーマとしたパフォーマンスでまちを彩ることで注目度を高め、神戸の魅力溢
れるまちづくりの一助とします。
　「Autumn Festival in KOBE」開催を通して神戸経済の再建となる新たな契機となり、まちの魅力や活力を再燃させること
の道しるべになると考えております。そして今後も継続的に魅力の発信やまちの活性化のため、若い力を集結し前進してまい
りますので、みなさまに開催趣意をご理解いただき、ご支援とご協力を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

会場協賛設置イメージ

A　メインステージ
　　ステージ看板A,B設置
B　ステージ看板C

C　飲食ブース
　　テント上看板設置
D　ゲート
　　ゲート看板設置
E　トイレ設置
　　トイレ看板
F　インフォーメーションパネル
　　全４箇所
G　キッチンカー
H　企業ブース

開催日時　2022年 7月 17日 ( 日 )・18日 ( 月・祝 )
会場　　　メリケンパーク　神戸市中央区波止場町2-2
主催　　　第21回「Kobe Love Port ・ みなとまつり」実行委員会
動員実績
2019年　約 155,000 人
2021年　約 25,000人（入場者数制限有り）

会場協賛設置イメージ

A　メインステージ
　　ステージ看板A,B,C設置
B　飲食ブース
　　テント上看板設置
C　ゲート
　　ゲート看板設置
D　トイレ設置
　　トイレ看板
E　インフォーメーションパネル
　　全４箇所
F　キッチンカー
G　企業ブース

�� Kobe Love Port・みなとまつりに関して

開催日時　2022年 9月 23日 ( 金・祝 )
会場　　　京町筋（旧居留地）
主催　　　「地域価値創造事業」実行委員会
動員予想   約 30,000 人

後援 : 旧居留地連絡協議会、神戸市、兵庫県2020年　緊急事態宣言下のため事業中止

��Autumn Festival in KOBEに関して
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【　凡　例　】　S=1/1000

企業ブース（3.6m×3.6m）_10張

クリーンステーション（2.7m×3.6m）_8張

休憩テント（3.6m×5.4m）_16張

キッチンカー＿20台

本部テント（3.6m×5.4m）_1張

警備テント（3.6m×5.4m）_1張

給排水所（シンク）_1台

仮設トイレ_4基

受付テント（2.7m×3.6m）_1張

入場規制バリケード_210枚

控テント（3.6m×5.4m）_2張

酒販ブース（3.6m×3.6m）_3張

イベント概要

【第2１回「Kobe Love Port・みなとまつり」実行委員会】　兵庫県、兵庫県神戸県民センター、神戸市、
神戸市港湾局、（公社）神戸海事広報協会（一財）神戸観光局、（株）神戸新聞社、（一社）神戸青年会議所
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プレミアプラン  個別選択より 25万円お得！！
協賛金額
１５０万円

�� 協賛セットプランに関して

「第21回Kobe Love Port・みなとまつり」と「Autumn Festival in KOBE」の
両事業に協賛が可能です。長期にわたる御社のPRを実現できると共に、料金面もお得になります。
もちろん個別での協賛アイテムのお申し込みも可能です。

両事業のウェブ広告協賛プラン (セット価格 )に加えて、会場＆街頭PR・配布グッズの協賛アイテム（単品価格）
よりお好きなものをチョイス！！合計169万円分選択可能です。

プラチナプラン  個別選択より 20万円お得！！
協賛金額
１００万円

ゴールドプラン  個別選択より  15万円お得！！
協賛金額
８０万円

両事業のウェブ広告協賛プラン (セット価格 )に加えて、会場＆街頭PR・配布グッズの協賛アイテム（単品価格）
よりお好きなものをチョイス！！合計92万円分選択可能です。

シルバープラン  個別選択より  10万円お得！！
協賛金額
５０万円

ウェブ広告協賛 (みなとまつりor Autumn Festival) プランに加えて、会場＆街頭PR・配布グッズ (単品価格 )
の協賛アイテムよりお好きなものをチョイス！！合計60万円分選択可能です。

ブロンズプラン  個別選択より  5万円お得！！
協賛金額
３０万円

��お申し込み方法に関して

セットプランに関しては、希望プランを選んでいただき、お申し込み書に記入してください。
チェック方式のお申込書をご用意しておりますので、お好きなものを、セットプランの料金
に合わせてご選択ください。

お申し込み書

プランに関して 水色枠線プラン
みなとまつりの
プランです。

オレンジ枠線プラン
Autumn Fes の
プランです。

2022

両事業のウェブ広告協賛プラン (セット価格 )に加えて、会場＆街頭PR・配布グッズの協賛アイテム（単品価格）
よりお好きなものをチョイス！！合計114万円分選択可能です。

ウェブ広告協賛 (みなとまつりor Autumn Festival) プランに加えて、会場＆街頭PR・配布グッズ (単品価格 )
の協賛アイテムよりお好きなものをチョイス！！合計35万円分選択可能です。



�� 会場協賛プラン (みなとまつり )

ステージイベントがおこなわれるメインス
テージの両サイドに看板を設置。協賛企業・
団体のオリジナルデザインのPR ができ、メ
インステージ横で目を惹くことは間違いなく、
ＰＲ効果は絶大です。 Youtube配信会場
予定数：６

ステージイベントがおこなわれるメインス
テージの両サイドに看板を設置。協賛企業・
団体のオリジナルデザインのPR ができ、メ
インステージ横で目を惹くことは間違いなく、
ＰＲ効果は絶大です。Youtube配信会場
予定数：６

設置場所イメージ

��会場協賛プラン (Autumn Festival)2022

みなとまつりステージ看板A

広告
ご協賛金
２０万円
（税込）

サイズ： W1800×H1500mm
設置場所：メインステージエリア
設置期間：７月１7日（日）１8日（月・祝）

みなとまつり＆Autumn Festival

両事業へのご協賛で
４０万円➡３５万円
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【　凡　例　】　S=1/1000

企業ブース（3.6m×3.6m）_10張

クリーンステーション（2.7m×3.6m）_8張

休憩テント（3.6m×5.4m）_16張

キッチンカー＿20台

本部テント（3.6m×5.4m）_1張

警備テント（3.6m×5.4m）_1張

給排水所（シンク）_1台

仮設トイレ_4基

受付テント（2.7m×3.6m）_1張

入場規制バリケード_210枚

控テント（3.6m×5.4m）_2張

酒販ブース（3.6m×3.6m）_3張

Autumn Festival ステージ看板A

サイズ： W1800×H1500mm
設置場所：メインステージエリア
設置期間：９月２３日（金・祝）

みなとまつり＆Autumn Festival

両事業へのご協賛で
４０万円➡３５万円

設置場所イメージ

6714

1700

9000
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LOGO

LOGO LOGO

LOGO
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・プロミュージシャンのライブステージ
・アーティストのライブステージ
・地域活動の発表
・エクストリームスポーツショー
・コンテスト企画
・Youtubeライブ配信会場
等を予定しております。

CONTENTS

※内容は変更する場合がございます。

・プロミュージシャンのライブステージ
・アーティストのライブステージ
・Kobe Collection ステージ
・Youtubeライブ配信会場
等を予定しております。

CONTENTS

※内容は変更する場合がございます。

広告
ご協賛金
２０万円
（税込）

��



ステージイベントがおこなわれるメインステージ
の両サイドに看板を設置。ステージ看板Aより
小さいサイズです。Youtube配信会場

予定数：24

�� 会場協賛プラン（みなとまつり） ��会場協賛プラン（Autumn Festival）2022

みなとまつりステージ看板B

広告
ご協賛金
１０万円
（税込）

サイズ： W800×H700mm
設置場所：メインステージエリア
設置期間：７月１7日（日）１8日（月・祝）

みなとまつり＆Autumn Festival

両事業へのご協賛で
２０万円➡１７万円
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2022
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みなとまつりステージ看板C

コンテンツテント内に看板を設置します。
大型テント内の、映像を使用した体験ブースと
ライブペイント体験ブースに御社の看板を設置し
PRを行います。子供も参加できるブースですので
企業イメージアップはもちろんSNSでの拡散も期待できます。

広告
ご協賛金
１０万円
（税込）

サイズ： W1200×H600mm×D450mm
設置場所：コンテンツテント・ライブペイント会場
設置期間：７月１7日（日）１8日（月・祝）

みなとまつり＆Autumn Festival

両事業へのご協賛で
２０万円➡１７万円

ステージイベントがおこなわれるメインステージ
の両サイドに看板を設置。ステージ看板Aより
小さいサイズです。Youtube配信会場

予定数：24

広告
ご協賛金
１０万円
（税込）

サイズ： W800×H700mm
設置場所：メインステージエリア
設置期間：９月２３日（金・祝）

みなとまつり＆Autumn Festival

両事業へのご協賛で
２０万円➡１７万円
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ランウェイサイドの看板です。 ステージイベントでの
PR効果が期待できます。
ステージイベントが行われるメインステージ下に看板を
設置。 協賛企業・団体のオリジナルデザインのPRができ
メインステージで目を引くことは間違いなく、PR効果は
大きいです。

サイズ： W1800×H600mm
設置場所：ランウェイ
設置期間：９月２３日（金・祝）

みなとまつり＆Autumn Festival

両事業へのご協賛で
２０万円➡１７万円

Autumn Festival ステージ看板B

Autumn Festival ステージ看板C
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広告
ご協賛金
１０万円
（税込）



大型看板を休憩・食事スペース・
クリーンステーション等のテントに設置します。

予定数：１０

2022
�� 会場協賛プラン（みなとまつり） ��会場協賛プラン（Autumn Festival）

みなとまつりテント上看板

広告
ご協賛金
１０万円
（税込）

サイズ： W3600×H450mm
設置場所：休憩エリア周辺
設置期間：７月１7日（日）１8日（月・祝）

みなとまつり＆Autumn Festival

両事業へのご協賛で
２０万円➡１７万円

みなとまつりゲート看板
２箇所のゲート横に看板を設置します。
来場者が必ず通る場所に設置しPR致します。

予定数：３２

サイズ： W600×H1800mm
設置場所：入り口２箇所
設置期間：７月１7日（日）１8日（月・祝）

広告
ご協賛金
１０万円
（税込）

みなとまつり＆Autumn Festival

両事業へのご協賛で
２０万円➡１７万円

インフォーメーションパネル トイレ看板

会場内にマップやタイムス
ケジュールが載ったパネル
を設置し、企業・団体ロゴ
等を記載します。
予定数：24

サイズ： W900×H2400mm
設置場所：会場各所（４箇所）
設置期間：７月１7日（日）１8日（月・祝）

広告
ご協賛金
５万円
（税込）

みなとまつり＆Autumn Festival

両事業へのご協賛で
１０万円➡６万円

仮設トイレ設置箇所にプ
ライベート保持の看板を
設置します。その前にパ
ネルを設置しロゴ等を掲
載します。 広告

ご協賛金
５万円
（税込）

みなとまつり＆Autumn Festival

両事業へのご協賛で
１０万円➡６万円

サイズ： W3600×H1800mm
設置場所：会場各所（２箇所）
設置期間：７月１7日（日）１8日（月・祝）

大型看板を休憩・食事スペース・
クリーンステーション等のテントに設置します。

予定数：１０

広告
ご協賛金
１０万円
（税込）

サイズ： W3600×H450mm
設置場所：休憩エリア周辺
設置期間：９月２３日（金・祝）

みなとまつり＆Autumn Festival

両事業へのご協賛で
２０万円➡１７万円

Autumn Festival ゲート看板
２箇所のゲート横に看板を設置します。
来場者が必ず通る場所に設置しPR致します。

予定数：３２

サイズ： W600×H1800mm
設置場所：入り口
設置期間：９月２３日（金・祝）

広告
ご協賛金
１０万円
（税込）

みなとまつり＆Autumn Festival

両事業へのご協賛で
２０万円➡１７万円

インフォーメーションパネル 協賛看板

会場内にマップやタイムス
ケジュールが載ったパネル
を設置し、企業・団体ロゴ
等を記載します。

サイズ： W900×H2400mm
設置場所：会場各所（４箇所）
設置期間：９月２３日（金・祝）

広告
ご協賛金
５万円
（税込）

みなとまつり＆Autumn Festival

両事業へのご協賛で
１０万円➡６万円

仮設トイレ設置箇所にプ
ライベート保持の看板を
設置します。その前にパ
ネルを設置しロゴ等を掲
載します。 広告

ご協賛金
５万円
（税込）

みなとまつり＆Autumn Festival

両事業へのご協賛で
１０万円➡６万円

サイズ： W3600×H1800mm
設置場所：会場各所（１箇所）
設置期間：９月２３日（金・祝）

Autumn Festival テント上看板

デザインは本年度のものに変更します デザインは本年度のものに変更します

デザインは本年度のものに変更します

デザインは本年度のものに変更します

デザインは本年度のものに変更します

デザインは本年度のものに変更します



2022
�� 会場協賛プラン（みなとまつり） 会場協賛プラン（Autumn Festival） ��

LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO

LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO

BE KOBEモニュメントにフォトスポット看板を
設置し、御社の企業ロゴを使用したデザインの期間
限定のモニュメントにします。
予定数：２０

サイズ： W9900xH900mm
設置場所：BE KOBEモニュメント
設置期間：７月１7日（日）１8日（月・祝）

広告
ご協賛金
５万円
（税込）

演者控えテント横看板

給排水所

関係者
駐車場

バッカン（未定）

ボ
ー
ト
天
国

入口アーチ

仮設トイレ

喫煙所

受付

受付

車両入口

車両出口

車両経路

仮設トイレ

ゴミ

ゴミ

入口アーチ

テント・避暑エリア

キッズエリア

コンテンツ
テント

ライブ
ペイント

本部 警備

ゴミ

ゴミ

【　凡　例　】　S=1/1000

企業ブース（3.6m×3.6m）_10張

キッチンカー＿20台

酒販ブース（3.6m×3.6m）_3張

2022

ブース配置イメージ ブース配置イメージ

キッチンカー出店 ブース出展

飲食ブースをご出店いただ
けます。※飲食（フード）
はキッチンカーに限らせて
いただきます。
予定数：２０

サイズ： 全長5000mm以内
設置場所：会場内
設置期間：７月１7日（日）１8日（月・祝）

広告
ご協賛金
１０万円
（税込）

みなとまつり＆Autumn Festival

両事業へのご協賛で
２０万円➡１７万円

様々な業種・団体等で
ブースをご出展いただけ
ます。物販も可能です。
予定数：１０

広告
ご協賛金
１０万円
（税込）

みなとまつり＆Autumn Festival

両事業へのご協賛で
２０万円➡１７万円

サイズ： 3600mm正方形テント
設置場所：会場内
設置期間：７月１7日（日）１8日（月・祝）

BE KOBE フォトスポット看板
キッチンカー出店 ブース出展

飲食ブースをご出店いただ
けます。※飲食（フード）
はキッチンカーに限らせて
いただきます。
予定数：２０

サイズ： 全長5000mm以内
設置場所：会場内
設置期間：９月２３日（金・祝）

広告
ご協賛金
１０万円
（税込）

みなとまつり＆Autumn Festival

両事業へのご協賛で
２０万円➡１７万円

様々な業種・団体等で
ブースをご出展いただけ
ます。物販も可能です。
予定数：１０

広告
ご協賛金
１０万円
（税込）

みなとまつり＆Autumn Festival

両事業へのご協賛で
２０万円➡１７万円

サイズ： 3600mm正方形テント
設置場所：会場内
設置期間：９月２３日（金・祝）

演者控えテント横看板

メインステージ横のアーティスト用の控室の
テント横に、ビックサイズの看板を設置します。
複数社の共同表示になりますので、料金はお得
ですが目立ちます！
予定数：２０

サイズ： W3600×H1800
設置場所：メインステージ付近
設置期間：９月２３日（金・祝）

広告
ご協賛金
５万円
（税込）

デザインは本年度のものに変更します。
メインステージ横のアーティスト用の控室の
テント横に、ビックサイズの看板を設置します。
複数社の共同表示になりますので、料金はお得
ですが目立ちます！
予定数：２０

サイズ： W5400×H1800
設置場所：メインステージ付近
設置期間：７月１7日（日）１8日（月・祝）

広告
ご協賛金
５万円
（税込）

デザインは本年度のものに変更します。

みなとまつり＆Autumn Festival

両事業へのご協賛で
１０万円➡８万円

みなとまつり＆Autumn Festival

両事業へのご協賛で
１０万円➡８万円



2022
�� 広告協賛プラン（みなとまつり） 広告協賛プラン（Autumn Festival）

「Kobe Love Port・みなとまつり」
オフィシャルホームページに御社の
広告を掲載させていただきます。
予定数：１５

��

ホームページバナー

広告
ご協賛金
５万円
（税込）

サイズ： W800xT800px以内
設置場所：ホームページ
掲載期間：次回開催まで

みなとまつり＆Autumn Festival

両事業へのご協賛で
１０万円➡８万円

Youtube広告

SNS広告

当日のライブ配信に御社ロゴを掲載
するとともに事前告知動画、有料広
告にも掲載します。（5万回再生保証）
予定数：１５

広告
ご協賛金
５万円
（税込）

設置場所：オフィシャルチャンネル
掲載期間：開催日まで

みなとまつり＆Autumn Festival

両事業へのご協賛で
１０万円➡８万円

Instagram等の広報配信時に御社の広告を
掲載させていただきます。
みなとまつり2021年実績（投稿期間約2ヶ月）
Instagram　リーチ数：56,429

広告
ご協賛金
５万円
（税込）

設置場所：オフィシャルチャンネル
掲載期間：開催日まで

みなとまつり＆Autumn Festival

両事業へのご協賛で
１０万円➡８万円

ポスター＆チラシ
みなとまつりの公式ポスターまたはチラシに
協賛企業・団体の社名ロゴ等を掲載致します。

広告
ご協賛金
５万円
（税込）

配布場所：神戸市内（７月に複数回）
掲載箇所：神戸市内施設
掲載期間：開催日まで

みなとまつり＆Autumn Festival

両事業へのご協賛で
１０万円➡８万円

「Autumn Festival」
オフィシャルホームページに御社の
広告を掲載させていただきます。
予定数：2５

ホームページバナー

広告
ご協賛金
５万円
（税込）

サイズ： W800xT800px以内
設置場所：ホームページ
掲載期間：次回開催まで

みなとまつり＆Autumn Festival

両事業へのご協賛で
１０万円➡８万円

Youtube広告

SNS広告

当日のライブ配信に御社ロゴを掲載
するとともに事前告知動画、有料広
告にも掲載します。（5万回再生保証）
予定数：２５

広告
ご協賛金
５万円
（税込）

設置場所：オフィシャルチャンネル
掲載期間：開催日まで

みなとまつり＆Autumn Festival

両事業へのご協賛で
１０万円➡８万円

Instagram等の広報配信時に御社の広告を
掲載させていただきます。
みなとまつり2021年実績（投稿期間約2ヶ月）
Instagram　リーチ数：56,429

広告
ご協賛金
５万円
（税込）

設置場所：オフィシャルチャンネル
掲載期間：開催日まで

みなとまつり＆Autumn Festival

両事業へのご協賛で
１０万円➡８万円

ポスター＆チラシ
Autumn Festival の公式ポスターまたはチラシに
協賛企業・団体の社名ロゴ等を掲載致します。

広告
ご協賛金
５万円
（税込）

配布場所：神戸市内（８月に複数回）
掲載箇所：神戸市内施設
掲載期間：開催日まで

みなとまつり＆Autumn Festival

両事業へのご協賛で
１０万円➡８万円

トップページに御社のロゴと
HPのリンクボタンを設置。
プレスリリースやSNS、
Youtube等で広く告知した
最終のリンク先となります。

概要欄に、協賛先企業様情報とご希望会社はHPリンクを記載。

1ĘE
KCĚ�

Supporte
rs

詳しくはこちら

2022

CONTENTS A CONTENTS B

ご希望であれば、
企業インスタページ
へのリンクも可能です。

通常配信だけでなく、
広告でもアカウントを
使用しますので、高い
インプレッション数が
期待できます。

1ĘEKC
Ě�

Supporters LOGO LOGO 

ポスター・チラシデザインイメージ

協賛枠に御社ロゴを掲載します。
事前告知にて、神戸市街地に
貼り付けと、PR時に広く、配布
します。

ご希望であれば、
企業インスタページ
へのリンクも可能です。

通常配信だけでなく、
広告でもアカウントを
使用しますので、高い
インプレッション数が
期待できます。

1ĘEKC
Ě�

Supporters LOGO LOGO 

概要欄に、協賛先企業様情報とご希望会社はHPリンクを記載。

1ĘE
KCĚ�

Supporte
rs

詳しくはこちら

CONTENTS A CONTENTS B

ポスター・チラシデザインイメージ

協賛枠に御社ロゴを掲載します。
事前告知にて、神戸市街地に
貼り付けと、PR時に広く、配布
します。

トップページに御社のロゴと
HPのリンクボタンを設置。
プレスリリースやSNS、
Youtube等で広く告知した
最終のリンク先となります。



���� オリジナルグッズ（みなとまつり） オリジナルグッズ（Autumn Festival）��

スタッフハッピ
当日スタッフが着用するハッピです。スタッフは
２日間の開催中、常に会場におりますので、多く
来場者の目に入ることが期待できます。
広告スペース：背中（６社共同）
１口20枚

2022 2022

2022

LOGO LOGO LOGO

LOGO LOGO LOGO

2022

広告
ご協賛金
１０万円
（税込）

デザインイメージ

スタッフ＆ボランティアTシャツ
当日スタッフ・ボランティアが着用するTシャツ
です。２日間の開催中は常に会場におりますので、
多く来場者の目に入ることが期待できます。
広告スペース：背中（６社共同）
１口100枚

広告
ご協賛金
１０万円
（税込）

2022

LOGO LOGO LOGO

LOGO LOGO LOGO

2022

デザインイメージ

公式うちわ
１面に協賛企業・団体ロゴを 掲載。
スタッフがPR活動の場や会場で配布し
PRします。 
広告スペース：１面（１６社共同）
(一口15,000枚作成 )

広告
ご協賛金
１０万円
（税込）

デザインイメージ

三宮市街地等で
事前プロモーション

オリジナルスポーツマスク
左面に協賛企業・団体ロゴを掲載。
スタッフが会場で着用します。また
PR活動の場や会場で配布しします。
広告スペース：１面（４社共同）
(一口150枚作成 )

広告
ご協賛金
１０万円
（税込）

デザインイメージ

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

2022

スタッフハッピ
当日スタッフが着用するハッピです。スタッフは
開催中、常に会場におりますので、多く来場者の
目に入ることが期待できます。
広告スペース：背中（６社共同）
１口20枚

スタッフ＆ボランティアTシャツ
当日スタッフ・ボランティアが着用するTシャツ
です。開催中は常に会場におりますので、
多く来場者の目に入ることが期待できます。
広告スペース：背中（６社共同）
１口100枚

デザインイメージ

LOGO LOGO LOGO

LOGO LOGO LOGO

広告
ご協賛金
１０万円
（税込）

デザインイメージ

LOGO LOGO LOGO

LOGO LOGO LOGO

広告
ご協賛金
１０万円
（税込）

オリジナルドリップコーヒー
１面に協賛企業・団体ロゴを 掲載。スタッフが
PR活動の 場や会場で配布しPRします。
(一口300袋 ) 広告

ご協賛金
1０万円
（税込）

広告
ご協賛金
1０万円
（税込）

オリジナルラベルウォーター
１面に協賛企業・団体ロゴを 掲載。スタッフが
PR活動の 場や会場で配布しPRします。
（一口1０0本）



全面に協賛企業・団体ロゴを 掲載。スタッフ
がPR活動の 場や会場で配布しPR 

広告
ご協賛金
1０万円
（税込）

オリジナルポケットティッシュ

広告
ご協賛金
1０万円
（税込）

2022

オリジナルボールペン

広告
ご協賛金
1０万円
（税込）

�� � �

� � ��

ロゴ入り冷えピタ（２枚入り）

広告
ご協賛金
1０万円
（税込）

会場配布グッズは御社に納品も可能です！
街頭での事前プロモーションに加えて、当日会場にて
ご来場者様に配布させていただきます。

���� オリジナルグッズ（みなとまつり） オリジナルグッズ（Autumn Festival）��
2022

企業・団体ロゴ及びオリジナルデザインを掲載。
スタッフがPR活動の場や会場で配布 
一口：１０００個
広告枠：1/2面（２社共同）

協賛企業・団体ロゴを 掲
載。スタッフがPR活動
の 場や会場で配布しPR 
一口：160個
広告枠：１社

オリジナルクリアファイル

デザインイメージ デザインイメージ

協賛企業・団体ロゴを 掲載。スタッフがPR
活動の 場や会場で配布PR します。
一口：100本
広告枠：１本１社 一口：100枚

広告枠：１本１社

デザインイメージ デザインイメージ

オリジナルラベル紅茶 オリジナルケミカルライト

オリジナルエコバッグ オリジナルメモ帳

面に協賛企業・団体ロゴを 掲載。スタッフが
PR活動の 場や会場で配布しPRします。

(一口２００袋 )

協賛企業・団体ロゴを 掲載。スタッフが
PR活動の場や会場で配布します。

（一口１００冊）

面に協賛企業・団体ロゴを 掲載。スタッフ
がPR活動の 場や会場で配布しPRします。

(一口８０本 )

広告
ご協賛金
1０万円
（税込）

広告
ご協賛金
1０万円
（税込）

広告
ご協賛金
１０万円
（税込）

広告
ご協賛金
１０万円
（税込）

会場配布グッズは御社に納品も可能です！
街頭での事前プロモーションに加えて、当日会場にて
ご来場者様に配布させていただきます。

■街頭プロモーション予定
６・７月中に複数予定

■実施場所
・三宮センター街
・元町商店街
・モザイク周辺
・三宮駅前

※開催場所・実施場所は
　変更する場合がございます。

■街頭プロモーション予定
８・９月中に複数予定

■実施場所
・三宮センター街
・元町商店街
・モザイク周辺
・三宮駅前

※開催場所・実施場所は
　変更する場合がございます。

協賛企業・団体ロゴを 掲載。スタッフが
PR活動の場や会場で配布します。

広告スペース：１面（９社共同）
（一口５００個）



ご注意事項

【協賛申込み注意事項 】
１，協賛プランにつきましては現時点のものとなり、売り切れの場合やロット数、枠の関係で変更と
　　なる場合がございますのでご了承ください。その場合は代替プランでのご協賛内容をご提案
　　させていただきます。

２，ご協賛申込締切日以降の内容変更は受け付け致しかねますので、内容確定の上お申し込みをよろ
　　しくお願いいたします。

３，協賛・屋台ブースを別途お申込みいただいた出店予定の企業様は、屋台説明会へ参加をよろしく
　　お願いいたします。
　　別途ご案内させていただきます。

４，各協賛プランをご希望の企業様は入金締め切り日の厳守をお願いいたします。
　　お申込み・ご入金のタイミングによりご希望に添えない場合もございますので、
　　予めご了承ください。

５，各種協賛プラン、協賛・屋台ブース出店にお申込みをいただいた場合でも、ご入金締切日までに
　　ご入金を確認できなかった場合、各種協賛プラン、協賛・屋台ブース出店を見合わせていただく
　　場合がございますので予めご了承ください。

６，広告媒体の性質により気象条件等に一定の制約を受ける広告物等がございます。
　　また、感染症流行の拡大や暴風雨等のやむを得ない事情により、みなとまつりが中止となる場合が
　　ございます。そのような場合、お申込みいただいた広告物等が期間中展示・配布できない場合が
　　ございます。ご協賛金の返金は、時期・状況を鑑みて別途ご相談させていただきます。
　（※）全国・兵庫県のフェーズに原則順守して判断を行います。

７，協賛品目の詳細についてはやむを得ず予告なく変更することがございます。ご了承ください。
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2022

お問い合わせ｜Contact

〒650-0046 神戸市中央区港島中町 6-1 神戸商工会議所 6階 
一般社団法人神戸青年会議所事務局内
第 2１回「Kobe Love Port・みなとまつり」実行委員会 
協賛担当 : 西海　雄一
TEL : 078-303-0075 / FAX : 078-303-0175 
E-mail : maturiminato@gmail.com

お問い合わせ｜Contact

〒650-0046 神戸市中央区港島中町 6-1 神戸商工会議所 6階 
一般社団法人神戸青年会議所事務局内
「Autumn Festival in KOBE」実行委員会 
協賛担当 : 坂野　良太
TEL : 078-303-0075 / FAX : 078-303-0175 
E-mail : chiikikachisouzou@gmail.com � ����� ����������������������������������������������



一般社団法人神戸青年会議所 （FAX　078－303－0175）  申込日  　　　　　年 　　　   月　　　   日 一般社団法人神戸青年会議所 （FAX　078－303－0175）  申込日  　　　　　年 　　　   月　　　   日

第21回「Kobe Love Port・みなとまつり」の趣旨に賛同し、以下のとおり協賛いたします。 協賛申込・入金締切 Ａｕｔｕｍｎ Ｆｅｓｔｉｖａｌ ｉｎ ＫＯＢＥ」の趣旨に賛同し、以下のとおり協賛いたします。 協賛申込・入金締切

※企業様の協賛ブース出展をご希望の方は、別紙「屋台・協賛ブース申込書」をご利用ください。 5月16日（月） ※企業様の協賛ブース出展をご希望の方は、別紙「屋台・協賛ブース申込書」をご利用ください。 7月22日（金）

●協賛金額　　　　　　　　　　　　　　　円（ご希望の各種プランの合計金額をご記入ください。） ●協賛金額　　　　　　　　　　　　　　　円（ご希望の各種プランの合計金額をご記入ください。）

●下記協賛内容から、ご賛同いただける項目にチェック☑を入れてください。 ●下記協賛内容から、ご賛同いただける項目にチェック☑を入れてください。

▶ セットプラン ▶ セットプラン

▶ ステージエリア看板 ▶ ステージエリア看板

▶ テント上看板 □10万円 □セット：8.5万円 ▶ ホームページバナー □5万円　□セット：4万円 ▶ ロゴ入り冷えピタ □10万円 ▶ テント上看板 □10万円 □セット：8.5万円 ▶ ホームページバナー □5万円　□セット：4万円 ▶ オリジナルラベル紅茶 □10万円

▶ ゲート看板 □10万円 □セット：8.5万円 ▶ YouTube広告 □5万円　□セット：4万円 ▶ オリジナルポケットティッシュ □10万円 ▶ ゲート看板 □10万円 □セット：8.5万円 ▶ YouTube広告 □5万円　□セット：4万円 ▶ オリジナルケミカルライト □10万円

▶ インフォメーションパネル □5万円　□セット：3万円 ▶ SNS広告 □5万円　□セット：4万円 ▶ オリジナルボールペン □10万円 ▶ インフォメーションパネル □5万円　□セット：3万円 ▶ SNS広告 □5万円　□セット：4万円 ▶ オリジナルエコバッグ □10万円

▶ トイレ看板 □5万円　□セット：3万円 ▶ ポスター＆チラシ □5万円　□セット：4万円 ▶ オリジナルクリアファイル □10万円 ▶ 協賛看板 □5万円　□セット：3万円 ▶ ポスター＆チラシ □5万円　□セット：4万円 ▶ オリジナルメモ帳・ノート □10万円

▶ 演者控えテント横看板 □5万円　□セット：4万円 ▶ スタッフ法被 □10万円 ▶ 演者控えテント横看板 □5万円　□セット：4万円 ▶ スタッフ法被 □10万円

▶ キッチンカー出店 □10万円 □セット：8.5万円 ▶ スタッフ＆ボランティアTシャツ □10万円 ▶ キッチンカー出店 □10万円 □セット：8.5万円 ▶ スタッフ＆ボランティアTシャツ □10万円

▶ ブース出展 □10万円 □セット：8.5万円 ▶ 公式うちわ □10万円 ▶ ブース出展 □10万円 □セット：8.5万円 ▶ オリジナルドリップコーヒー □10万円

▶ BE KOBEフォトスポット看板 □5万円 ▶ オリジナルスポーツマスク □10万円 ▶ オリジナルラベルウォーター □10万円

（フリガナ） （フリガナ）

御社名 ㊞ 御社名 ㊞

御社HPアドレス 御社HPアドレス

（公式ＨＰにリンクを貼る際に必要となります。） （公式ＨＰにリンクを貼る際に必要となります。）

ご協賛名（広告・協賛物等への表記名) ご協賛名（広告・協賛物等への表記名)

 ※御社名と異なる場合のみご記入ください。  ※御社名と異なる場合のみご記入ください。

 ご担当者様 部署・役職名 メールアドレス ご担当者様 部署・役職名 メールアドレス

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

住所 住所

 〒 〒

 【電話】 　　　【ＦＡＸ】 【携帯電話】 【電話】 　　　【ＦＡＸ】 【携帯電話】

  ポスター、うちわ、ティッシュにご協賛頂く場合、希望事前配布数を事前にご申告ください。

ポスター           　　枚 　　　／　　　　うちわ       　　     枚    　　／ 　　　   ティッシュ　　　　　　　個　　　　／  　　　希望しない 　□

（フリガナ） （フリガナ）

御社名 ㊞ 御社名 ㊞

御社HPアドレス 御社HPアドレス

（公式ＨＰにリンクを貼る際に必要となります。） （公式ＨＰにリンクを貼る際に必要となります。）

ご協賛名（広告・協賛物等への表記名) ご協賛名（広告・協賛物等への表記名)

ご担当者様 部署・役職名 メールアドレス ご担当者様 部署・役職名 メールアドレス

 (※) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠ (※) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

    送付先住所 送付先住所

〒 〒

 【電話】 【ＦＡＸ】 【電話】 【ＦＡＸ】

領収書発行の有無 □あり　　　　　　□なし 領収書発行の有無 □あり　　　　　　□なし

 

(※)

(※)

(※)

裏面の【協賛申込み注意事項】及び【個人情報の取扱い】について、内容確認いただき下記にチェック☑を入れてください。 裏面の【協賛申込み注意事項】及び【個人情報の取扱い】について、内容確認いただき下記にチェック☑を入れてください。

【協賛申込み注意事項】　　　□同意する　　　　　□同意しない              【個人情報の取扱い】　　　□同意する　　　　□同意しない                

(※) (※)

【協賛申込み注意事項】　　　□同意する　　　　　□同意しない              【個人情報の取扱い】　　　□同意する　　　　□同意しない                

②ご請求書送付先　（※）は①登録内容と異なる場合のみで結構です

①ご登録内容 ①ご登録内容

□A：20万円 □セット：17.5万円   □B：10万円 □セット：8.5万円   □C：10万円 □セット：8.5万円

(※)

「Ａｕｔｕｍｎ Ｆｅｓｔｉｖａｌ ｉｎ ＫＯＢＥ」協賛申込書

協賛ブース出店の

お申し込みは

別紙ご確認下さい。

(※)

(※)

協賛ブース出店の

お申し込みは

別紙ご確認下さい。

第21回「Kobe Love Port・みなとまつり」協賛申込書

□A：20万円 □セット：17.5万円   □B：10万円 □セット：8.5万円   □C：10万円 □セット：8.5万円

協賛プラン 協賛プラン

(※)

(※)

□プレミアプラン(150万円)   　　□プラチナプラン(100万円) 　　 □ゴールドプラン(80万円)

□シルバープラン(50万円)　 　　□ブロンズプラン(30万円)

□プレミアプラン(150万円)   　　□プラチナプラン(100万円) 　　 □ゴールドプラン(80万円)

□シルバープラン(50万円)　 　　□ブロンズプラン(30万円)

②ご請求書送付先　（※）は①登録内容と異なる場合のみで結構です



1. 協賛プランにつきましては現時点のものとなり、売り切れの場合やロット数、枠の関係で変更となる場合がございますのでご了承ください。 1. 協賛プランにつきましては現時点のものとなり、売り切れの場合やロット数、枠の関係で変更となる場合がございますのでご了承ください。

その場合は代替プランでのご協賛内容をご提案させていただきます。 その場合は代替プランでのご協賛内容をご提案させていただきます。

2. ご協賛申込締切日以降の内容変更は受付致しかねますので、内容確定の上お申し込みをお願い致します。 2. ご協賛申込締切日以降の内容変更は受付致しかねますので、内容確定の上お申し込みをお願い致します。

（ポスター、うちわ、ティッシュの希望事前配布数も含む）

3. 協賛・屋台ブースを別途お申込みいただいた出店予定の企業様は、屋台説明会へ参加をお願い致します。 3. 協賛・屋台ブースを別途お申込みいただいた出店予定の企業様は、屋台説明会へ参加をお願い致します。

※サンプル配布共同ブースは対象外 ※サンプル配布共同ブースは対象外
屋台説明会　：　6月1日（水） 屋台説明会　：　8月5日（金）

4. 協賛・キッチンカーブースの出店募集は先着順にて行います。下記の入金締め切り日の厳守をお願い致します。 4. 協賛・キッチンカーブースの出店募集は先着順にて行います。下記の入金締め切り日の厳守をお願い致します。

ご入金確認後に確定となりますので、お申込み・ご入金のタイミングによりご希望に添えない場合もございますので、予めご了承ください。 ご入金確認後に確定となりますので、お申込み・ご入金のタイミングによりご希望に添えない場合もございますので、予めご了承ください。

各種協賛プランご入金締切  ： 2022年5月16日（月） 各種協賛プランご入金締切　： 2022年7月２２日（金）

　　　　　　　　　　　　　

5. 各種協賛プラン、協賛・屋台ブース出店にお申込みを頂いた場合でも、ご入金締切日までにご入金を確認できなかった場合、 5. 各種協賛プラン、協賛・屋台ブース出店にお申込みを頂いた場合でも、ご入金締切日までにご入金を確認できなかった場合、

各種協賛プラン、協賛・屋台ブース出店を見合わせて頂く場合がございますので予めご了承ください。 各種協賛プラン、協賛・屋台ブース出店を見合わせて頂く場合がございますので予めご了承ください。

6. 広告媒体の性質により気象条件等に一定の制約を受ける広告物等がございます。 6. 広告媒体の性質により気象条件等に一定の制約を受ける広告物等がございます。

また、感染症流行の拡大や暴風雨等のやむを得ない事情により、みなとまつりが中止となる場合がございます。 また、感染症流行の拡大や暴風雨等のやむを得ない事情により、Ａｕｔｕｍｎ Ｆｅｓｔｉｖａｌ ｉｎ ＫＯＢＥが中止となる場合がございます。

そのような場合、お申込みいただいた広告物等が期間中展示・配布できない場合がございます。 そのような場合、お申込みいただいた広告物等が期間中展示・配布できない場合がございます。

ご協賛金の返金は、時期・状況を鑑みて別途ご相談させていただきます。 ご協賛金の返金は、時期・状況を鑑みて別途ご相談させていただきます。

（※）全国・兵庫県のフェーズに原則順守して判断を行います。 （※）全国・兵庫県のフェーズに原則順守して判断を行います。

7. 協賛品目の詳細についてはやむを得ず予告なく変更することがございます。ご了承ください。 7. 協賛品目の詳細についてはやむを得ず予告なく変更することがございます。ご了承ください。

なお、協賛品目の詳細につきましては「ご協賛の案内」をご確認ください。 なお、協賛品目の詳細につきましては「ご協賛の案内」をご確認ください。

1. 個人情報保護管理者は、一般社団法人神戸青年会議所とします。 1. 個人情報保護管理者は、一般社団法人神戸青年会議所とします。

2. お預かりした個人情報は、お申込みいただいた方の同意なしに第三者に開示、提供することはございません。 2. お預かりした個人情報は、お申込みいただいた方の同意なしに第三者に開示、提供することはございません。

3. お預かりした個人情報のうち、広告物等に掲示した会社・団体・個人名等については、 3. お預かりした個人情報のうち、広告物等に掲示した会社・団体・個人名等については、

ホームページ、広報誌、その他一般社団法人神戸青年会議所の活動報告等に利用します。 ホームページ、広報誌、その他一般社団法人神戸青年会議所の活動報告等に利用します。

4. 本人の求めによる個人情報の利用目的の通知、開示、訂正、削除、利用又は利用の停止等は法令に従い適切に行います。 4. 本人の求めによる個人情報の利用目的の通知、開示、訂正、削除、利用又は利用の停止等は法令に従い適切に行います。

5. お申込みをもって、個人情報の取り扱いに関する表示及び本注意事項にご了承頂いたものと致します。 5. お申込みをもって、個人情報の取り扱いに関する表示及び本注意事項にご了承頂いたものと致します。

1 協賛申込書が届き次第、請求書を発行・送付させていただきます。 1 協賛申込書が届き次第、請求書を発行・送付させていただきます。

2 ご協賛金は下記、銀行口座にお振込みください。 2 ご協賛金は下記、銀行口座にお振込みください。

3 振込手数料はご入金者ご自身でご負担いただきますようお願い致します。 3 振込手数料はご入金者ご自身でご負担いただきますようお願い致します。

4 領収書が必要な場合は別紙領収書欄（②ご請求書送付先）にチェックをお願い致します。 4 領収書が必要な場合は別紙領収書欄（②ご請求書送付先）にチェックをお願い致します。

5 申込用紙の合計欄に、申込口数と協賛金額を必ずご記入ください。 5 申込用紙の合計欄に、申込口数と協賛金額を必ずご記入ください。

6 協賛申込書を下記宛先までＦＡＸ及びメール（PDF形式）にてご提出をお願い致します。その他お問合せも下記にて承ります。 6 協賛申込書を下記宛先までＦＡＸ及びメール（PDF形式）にてご提出をお願い致します。その他お問合せも下記にて承ります。

〒650-0046　神戸市中央区港島中町6-1　神戸商工会議所6階 〒650-0046  神戸市中央区港島中町6-1 神戸商工会議所会館6階
一般社団法人神戸青年会議所事務局内 一般社団法人神戸青年会議所
第21回「Kobe Love Port・みなとまつり」実行委員会　協賛担当：西海　雄一  「Autumn Festival in KOBE」実行委員会 協賛担当 : 金村 実香
ＴＥＬ：078-303-0072／ＦＡＸ：078-303-0175 ＴＥＬ：078-303-0074／ＦＡＸ：078-303-0175
Ｅ-mail:maturiminato@gmail.com Ｅ-mail:chiikikachisouzou@gmail.com

【協賛申込み注意事項】【協賛申込み注意事項】

口座名義：一般社団法人神戸青年会議所　みなとまつり実行委員会
振 込 先 ：三井住友銀行　神戸営業部　普通９８３１６６０

「Ａｕｔｕｍｎ Ｆｅｓｔｉｖａｌ ｉｎ ＫＯＢＥ」第21回「Kobe Love Port・みなとまつり」
振 込 先 ：三井住友銀行　神戸営業部　普通１８３５０７６

口座名義：一般社団法人神戸青年会議所　Autumn  Festival in KOBE実行委員会

【個人情報の取扱い】

【お申込み手続き及び振込について】

【個人情報の取扱い】

【お申込み手続き及び振込について】


