宮崎市長杯アマチュアオープン 2018
ご協賛のご案内

オール九州サーフユニオン

事務局

〒819-1303 福岡県糸島市志摩野北 2457

TEL 092-332-2022 FAX 092-327-3333

E-mail info@surfunion.jp

ALL KYUSHU SURF UNION SPONSOR SHIP
２０１８年度協賛募集要項
協賛プラン

NEW!!

協賛特典（表記）期間：お申込成立日〜２０１９年２月末日

今年度より協賛プランが新しくなりました。

協賛金額：¥1,000,000

[P] プラチナパートナーシップ（特別協賛）
年間協賛特典
団体支援表記
当団体ロゴ横に常に表記
当団体名上部に常に表記
○○○○○
オール九州サーフユニオン

公式 WEB

コンテスト協賛特典
告知アイテム

実施日（会場）
会期終了
本部バナーに団体支援ブランド（企業）表記 リザルト・会期報告に
エリア内持ち込みフラッグ等の設置
表記 当団体ロゴ横
VIP 出展（販促機会のご提供・展示スペース等）
及び最上段に常に表記
会場内の資料配布・アンケート等

お申込終了しました。

ロゴリンク（サイズ :XXL） ポスター・開催要項
支援企業として協賛一覧

表記

に上段表記

及び上段に常に表記

当団体ロゴ横

協賛金額：¥500,000

[G] ゴールドパートナーシップ（特別協賛 : コンテストタイトル）
年間協賛特典
団体支援表記

コンテスト協賛特典

告知アイテム
実施日（会場）
会期終了
お申込終了しました。
本部バナーにタイトルブランド（企業）表記
開催に関する全ての
リザルト・会期報告に
ロゴリンク（サイズ :XL）
公式 WEB

支援企業として協賛一覧

告知・リリース

に上段表記

アイテムにロゴ表記

エリア内持ち込みフラッグ等の設置
ロゴ表記及びテキスト
VIP 出展（販促機会のご提供・展示スペース等）
時は上段に常に表記
会場内の資料配布・アンケート等

[S] シルバーパートナーシップ
年間協賛特典
団体支援表記

公式 WEB

コンテスト協賛特典
お申込終了しました。

ロゴリンク（サイズ :L）
支援企業として一覧表記

告知アイテム

開催に関する全ての
告知物に表記

実施日（会場）
本部バナーに協賛ブランド（企業）表記 :L

協賛金額：¥100,000

年間協賛特典
公式 WEB

コンテスト協賛特典
告知アイテム

ロゴリンク（サイズ :ML） 開催に関する全ての
告知物に表記
支援企業として一覧表記

実施日（会場）
会期終了
本部バナーに協賛ブランド（企業）表記 :ML リザルト・会期報告に
出展（販促機会のご提供・展示スペース等） 協賛テキスト表記
協賛金額：¥50,000

[SA] サポートパートナーシップ：A
年間協賛特典
団体支援表記

コンテスト協賛特典

公式 WEB

告知アイテム

ロゴリンク（サイズ :M）
支援企業として一覧表記

開催に関する全ての
告知物に表記

実施日（会場）
会期終了
本部バナーに協賛ブランド（企業）表記 :M リザルト・会期報告に
出展（販促機会のご提供・展示スペース等） 協賛テキスト表記
協賛金額：¥30,000

[SB] サポートパートナーシップ：B
年間協賛特典
団体支援表記

コンテスト協賛特典

公式 WEB

告知アイテム

ロゴリンク（サイズ :S）
支援企業として一覧表記

開催に関する全ての
告知物に表記

実施日（会場）
会期終了
本部バナーに協賛ブランド（企業）表記 :S リザルト・会期報告に
出展（販促機会のご提供・展示スペース等） 協賛テキスト表記
協賛金額：¥15,000

[SC] サポートパートナーシップ：C
年間協賛特典
団体支援表記

公式 WEB

会期終了

リザルト・会期報告に
出展（販促機会のご提供・展示スペース等） 協賛テキスト表記

[B] ブロンズパートナーシップ
団体支援表記

協賛金額：¥200,000

コンテスト協賛特典
告知アイテム

ロゴリンク（サイズ :XS） 開催に関する全ての
告知物に表記
支援企業として一覧表記

実施日（会場）
会期終了
本部バナーに協賛ブランド（企業）表記 :XS リザルト・会期報告に
出展（販促機会のご提供（展示スペース等） 協賛テキスト表記

ALL KYUSHU SURF UNION SPONSOR SHIP
２０１８年度協賛規約

協賛規約をご確認の上、お申込下さい。

当団体・オール九州サーフユニオン・UNION について
当団体とは、『オール九州サーフユニオン』の組合運営、管理、主催イベントのために設置された団体（以下、UNION）を指します。

協賛企業（協賛者）
協賛企業（協賛者）とは、UNION 組合運営の支援（サポート）、UNION 主催イベント開催の協賛に参加される企業や団体または個人を指します。

協賛の申込について
協賛申込書に必要事項を必ずご記入の上、メール又は郵送にてお申し込みください。
※出展申込事項は必ずコピーをとり、貴社控えを保管して下さい。
なお、協賛お申込み者が、UNION の運営・趣旨にそぐわないと UNION が判断したとき、UNION は協賛受付を断る、または取り消すことができます。
これにより生ずる損害等に対し、UNION は責任を負わないものとします。

・協賛特典（表記）開始日：随時（お申込成立日） 〜

２０１9 年２月末日

協賛金の請求と支払い
協賛申込承認後、協賛企業（協賛者）に協賛金を請求致します。協賛企業（協賛者）は UNION が指定する口座に期日までにお支払い願います。
尚、期日までにお支払いいただけない場合は、協賛を取り消させていただきますので予めご了承下さい。

協賛金の支払期限と振込先
新規協賛：協賛お申込成立後、１０日以内（ご入金確認後、協賛特典（表記）開始）
既存協賛：協賛お申込成立後、協賛者の支払い形態（ご請求月から 30 日以内・現金振込
[ 振込銀行口座 ] ご請求書記載

※長期支払いサイト・手形不可）

協賛の解約
協賛申込・協賛成立後の解約は原則として認められません。ただし、やむをえない事情により解約する場合は、UINON 理事会が必要です。
尚、解約時に、すでにお支払い頂いた協賛金については返金しません。

UNION 主催イベントの出展規約
出展ブース位置は、協賛プラン、出展内容、ブース形状、出展者数、会場の構成などを考慮して UNION が決定します。

UNION 主催イベントのブース転貸等の禁止
出展者は UNION の承諾なしに、ブースの全部又は一部を転貸、交換或いは譲渡することは出来ないものとします。

UNION 主催イベント会場内の行為の制限
1. 出展者は、会場に適用される防火及び安全に関するすべての規則、法規を遵守しなければなりません。
2. 出展者は、UINON の承諾無く、通路や展示場外など自社スペース以外での展示・宣伝を行うことは出来ません。
3. 出展者は、特定の企業・団体・個人・他の出展者或いは出展物を非難・攻撃したり、妨害する展示や行為、来場者の安全や会場の秩序を保つことに
支障をきたす恐れのある展示や行為であると UNION が判断した場合は出展者は UNION の要求に従い、その展示もしくは行為を中止しなければなり
ません。この場合、UNION は当該出展者に対し展示費用や出展料の保証などいかなる返金またはその他、展示費用負担などの責任を負わないものと
します。
4. 会場内での物品販売は、主催者が認めたもの以外、一切禁止させていただきます。

UNION 主催イベント会場管理と免責
UNION は、会場の管理・保全について事故防止の細心の注意を払いますが、出展物及び資材などに生じた盗難、紛失、破損や出展者が展示ブースを
使用することにより発生した人的災害など、あらゆる原因から生ずる損失又は損害について一切の責任を負わないものとします。

UNION 主催イベントの法的保護等
UNION 主催イベントにおけるアイデアの模倣及び商談などに関するトラブルには、UNION は一切の責任を負いません。
出展内容は、一般公開となりますので、特別なノウハウなどについての知的財産権は出展者の責任において対応して下さい。

UNION 主催イベントの個人情報の取り扱いについて
協賛企業（協賛者）は企業情報として提供した情報がの運営資料として利用されることに同意するものとします。なお UNION は企業の情報を運営とは
無関係な第三者に対して、譲渡、転売、漏洩したりする行為は一切いたしません。

UNION 主催イベントの中止・中断
天災、その他の不可効力によって UINON 主催イベントが開催不能又は継続困難となった場合、UNION の決定により開催を中止又は中断することがあり
ます。この場合、協賛企業（協賛者）が既に支払った協賛金の返金及び費用差額の払い戻しはしません。
ただし、中止・中断によって生じた一切の損害については協賛企業（協賛者）に責任を負わないものとします。

規約の遵守
協賛企業（協賛者）は UNION が定める一連の規約を遵守することに同意するものとします。万が一規約に違反した場合には理由の如何に関わらず、
協賛をお断り、解約、中断する場合があります。この際生ずる損害などに対し、UNION は一切の責任を負わないものとします。

ALL KYUSHU SURF UNION SPONSOR SHIP
２０１８年度協賛申込書

協賛特典（表記）期間：お申込成立日〜２０１９年２月末日
規約確認の上
同意チェック

協賛プラン
¥1,000,000

[P] プラチナパートナーシップ（特別協賛）

¥200,000

[S] シルバーパートナーシップ
[SA] サポートパートナーシップ：A

¥50,000

[SC] サポートパートナーシップ：C

¥15,000

2018 年度協賛規約に同意する

[G] ゴールドパートナーシップ（特別協賛）

¥500,000

[B] ブロンズパートナーシップ

¥100,000
¥30,000

[SB] サポートパートナーシップ：B

[

お申込協賛プランと金額

□

] ¥

フリガナ

会社名

和

文

英

文

印

（団体・個人）

フリガナ

所在地（ご請求書送付先）
TEL

氏

ご担当者様名

〒

名

について

-

印

部署・役職

-

-

□

協賛特典（表記）に関するお願い

当 WEB リンク

-

フリガナ

モバイル

表記ロゴについて

FAX

-

ホームページの所有（リンク先）

□ 無し

＠

□

新規協賛

Adobe Illustrator のロゴデータをお持ちの方
フォントをすべてアウトライン化し、CS3 以下で
保存したうえでデータをメール添付にてお送り下さい

□ 有り

E-mail

継続協賛

入稿先

info@surfunion.jp

□ 既存流用

□ 変更

ホームページ・リンクの URL
ホームページ・リンク先をお持ち
で無い場合、協賛者所在地を表す
Google のマップサイトをリンク

URL

■お振込について
協賛金のお振込先の口座情報につきましては、お申込書をお送りいただいた後に発行させていただく、請求書
に記載いたします。また、発行させていただく請求書の宛名・件名にご指定がある場合は下記備考欄にご記載ください。
■備考

オール九州サーフユニオン

事務局

〒819-1303 福岡県糸島市志摩野北 2457
TEL 092-332-2022 FAX 092-327-3333
E-mail info@surfunion.jp

