
とやま湾フェスティバル実行委員会

Tel:080-6357-4166 https://one-fes.com
〒934-0023 富山県射水市海王町1番地（新湊きっときと市場内8ablish TOYAMA）

ONEFES2023 協賛ご提案書



●はじめに

拝啓　時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
　ONEFES 2022 では 2日間で 5,000 人以上の方に足を運んでただけました。ONEFES が目指した「最高の笑顔
と愛に包まれる日」を創ることができたと考えます。県外来場者も多くアンケート結果では約 18,000 万円の経済
効果を生み出せました。この混沌とした時代だからこそ音を楽しむことから明るい未来を生み出すため 2023年 5
月 3･4 日に「ONEFES 2023」を開催いたします。
　新湊大橋と海王丸パークから望む立山連峰を望める絶好のロケーションの下、大人も子供も音楽に触れあい音楽
を通して地域に貢献するイベントを開催する事で富山湾及び地元食材等の観光資源と地域産業の PRを始め貴重な
自然環境と美しい富山湾を日本国内外に発信し関係人口の増加と地域企業の活性化につなげます。また豊かな水と
緑に恵まれたすばらしい環境を守り育て次世代に引き継いでいくためクリーンでサスティナブルな音楽フェスティ
バルとして積極的なエコ活動や障害者支援活動に取組み、環境にも人にも優しいイベントとします。今年は
10,000 人の集客数を目標にしていますが 3年後には 30,000 人が集客できる日本で最も人に海に優しいフェスに
発展させ地域に根付いたイベントとして今後も継続して開催していきたいと考えております。

　何卒この趣旨をご理解の上ご協力を賜りますよう心よりお願い申し上げます。
敬具



●昨年度実績

2022 年 5月 8日（土）・9日（日）開 催 日 時

海王丸パーク　特設ステージ開 催 場 所

11:00 ～ 19:00（両日とも）開 催 時 間

5,400 名（両日合算）来 場 者 人 数

30 代・家族連れメイン来場者層



●昨年風景



●今年度概要

2023 年 5月 3日（水）・4日（木）開 催 日 時

海王丸パーク　特設ステージ開 催 場 所

11:00 ～ 20:00（両日とも）開 催 時 間

8,000 名（両日合算）目標 :10,000 名来 場 者 人 数

30 代・家族連れメイン来場者層

https://one-fes.com



●ご協賛の種類

500,000円コース

・特別ご招待券　50枚（Day1 25 枚 /Day2 25 枚）
・カニステージ シロエビステージ横　看板クレジット 特大
・メイン LEDビジョン、ビジョンカー ロゴと社名の掲載（1社単独表示）
・メイン LEDビジョン、ビジョンカー CM放映
・当日配布パンフレット　クレジット特大 ロゴと社名の掲載
・ホームページ　クレジット特大

100,000円コース

・特別ご招待券　8枚（Day1 4 枚 /Day2 4 枚）
・カニステージ シロエビステージ横　看板クレジット 中
・メイン LEDビジョン、ビジョンカー ロゴと社名の掲載（4社連名表示）
・当日配布パンフレット　クレジット中 ロゴと社名の掲載
・ホームページ　クレジット中

30,000円コース

・特別ご招待券　2枚（Day1 1 枚 /Day2 1 枚）
・ホームページ　クレジット極小

パンフレットオリジナル広告　11,000円～

・パンフレットオリジナル広告の欄を御覧ください

50,000円コース

・特別ご招待券　4枚（Day1 2 枚 /Day2 2 枚）
・カニステージ シロエビステージ横　看板クレジット 小
・メイン LEDビジョン、ビジョンカー ロゴと社名の掲載（6社連名表示）
・当日配布パンフレット　クレジット小 ロゴと社名の掲載
・ホームページ　クレジット小

300,000円コース

・特別ご招待券　30枚（Day1 15 枚 /Day2 15 枚）
・カニステージ シロエビステージ横　看板クレジット 大
・メイン LEDビジョン、ビジョンカー ロゴと社名の掲載（2社連名表示）
・メイン LEDビジョン、ビジョンカー CM放映
・当日配布パンフレット　クレジット大 ロゴと社名の掲載
・ホームページ　クレジット大



●特別ご招待券
500,000円コース

25枚 15枚 4枚 2枚 1枚

25枚 15枚 4枚 2枚 1枚

50枚 30枚 8枚 4枚 2枚

300,000円コース 100,000円コース 50,000円コース 30,000円コース

Day1

Day2

合計

御社 従業員への福利厚生としてのご利用
御社 お取引企業へのプレゼント　などにぜひご利用ください。



●当日クレジット掲載場所
シロエビステージ横　看板クレジット（A)

メイン LED
ビジョン (B/C)

ビジョンカー (B/C)

カニエビステージ横　看板クレジット (A)



●シロエビ /カニステージ横　看板クレジット（A)

※イメージ図です
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■メインステージ横　協賛看板（左）：右側は反転



●メイン LEDビジョン・ビジョンカー（B/C)

※イメージ図です

※イメージ図です



●メイン LEDビジョン・ビジョンカー（B/C)
■メインステージ中央 LEDビジョン /マップ中央ビジョンカー

50万円　協賛　クレジット表記（転換 10 分の間に数回表示）

とやま湾フェスティバル実行委員会

御社ロゴマーク

御社　社名

50 万円　協賛　CM放映（全転換の間に 15 秒 CM 10 回程度 /30 秒 CM5回程度）

30 万円　協賛　クレジット表記　2社連名（転換 10 分の間に数回表示）

とやま湾フェスティバル実行委員会とやま湾フェスティバル実行委員会

御社ロゴマーク

御社　社名

30 万円　協賛　CM放映（全転換の間に 15 秒 CM 5 回程度 /30 秒 CM3回程度）



●メイン LEDビジョン・ビジョンカー（B/C)

10 万円　協賛　クレジット表記　4社連名（転換 10 分の間に数回表示）

とやま湾フェスティバル実行委員会とやま湾フェスティバル実行委員会

とやま湾フェスティバル実行委員会とやま湾フェスティバル実行委員会

御社ロゴマーク

御社　社名

5 万円　協賛　クレジット表記　6社連名（転換 10 分の間に数回表示）

とやま湾フェスティバル実行委員会とやま湾フェスティバル実行委員会とやま湾フェスティバル実行委員会

とやま湾フェスティバル実行委員会とやま湾フェスティバル実行委員会とやま湾フェスティバル実行委員会

御社ロゴマーク

御社　社名



●パンフレットクレジット

500,000 円協賛枠

300,000 円
協賛枠

100,000 円
協賛枠

50,000 円協賛枠



●パンフレットへの協賛広告掲載

●総合案内パンフレット使用

ONEFES2023では当日来場者に配布する、総合案内パンフレットを下記仕様にて制作配布します。
企業・店舗のイメージアップならびに告知メディアとしてご利用ください。

サイズ /B4タブロイド 8P（仕上B5サイズ）
式　数 /フルカラー
紙　質 /上質　57ｋｇ相当
発行数 /8,000～10,000部（来場者数により変動）
配　布 /当日入場受付にて配布
内　容 /ONEFES趣旨・会場マップ・アーティスト情報・タイムスケジュール・協賛者クレジット

●掲載メリット
ONEFES来場者が繰り返し見ることで露出度がアップします。
折込チラシなどの紙媒体と違い、来場者は思い出の品として手に取っておくことが多いと考えられ、企業告知に最適な紙媒体広告となります。

●掲載費用
掲載サイズによっていくつかのプランをご用意しております。
詳しくは次ページをご家訓ください。



●パンフレットへの協賛広告掲載

64コマ 360,000円（税別）
配布パンフレット最大サイズの広告

【オリジナル広告】
幅170mm 縦 122.5mmでご入稿ください

32コマ 200,000円（税別）
配布パンフレット大サイズの広告

【オリジナル広告】
幅85mm 縦 122.5mmでご入稿ください

16コマ 120,000円（税別）
【オリジナル広告】

幅85mm 縦 61.25mmでご入稿ください

8コマ 60,000円（税別）
【オリジナル広告】

幅85mm 縦 30.625mmでご入稿ください

6コマ 50,000円（税別）
【オリジナル広告】

幅63.75mm 縦 30.625mmでご入稿ください

4コマ 35,000円（税別）
【オリジナル広告】

幅42.5mm 縦 30.625mmでご入稿ください

2 コマ 18,000円（税別）
【準オリジナル広告】
ロゴ・住所などの基本情報

1コマ 10,000円（税別）
【最小サイズ広告】
ロゴ・URLのみ掲載



●入稿の準備

以下の仕様書を確認の上、入稿データを準備ください。

印刷に使用できる完全データをご用意ください。
ご入稿前には、データ不備がないか必ず再確認をお願いします。
用意するテンプレートデータ（Adobe Illustrator）にて作成をお願いいたします。
【仕様】
・使用フォントはアウトライン化すること
・線は0.25pt 以上
・カラーモードはCMYK
・黒ベタはリッチカラー（K100 C50 M50 Y50）
・配置画像は埋め込み
・特色、スポットカラーは使用できません
・パターンおよびブラシは分割・拡張してください
・オーバープリントは使用しないでください
・パスの多い図形等はラスタライズください
・Adobe Illustrator CCレガシーの ai ファイルにて保存してください

【ファイル送付】
完全データをデータ便等にて、担当者へ送付してください。

●ご入稿方法について



●募集期間

ご賛同頂けます企業様は、担当者へご連絡いただき、以下までお振込みをお願い申し上げます。

２０２３年２月１７日～４月２０日

●お振込・入稿期限
２０２３年４月２０日

●お申し込みＵＲＬ
https://forms.gle/t3qM9GUZLcsNKh39A

●振込先
北陸銀行　新湊支店　普通　６０４３５６２
北国銀行　新湊支店　普通　００１２３２４
新湊信用金庫　本店営業部　普通　０３５０２８２

口座名　とやま湾フェスティバル実行委員会

●お問い合わせ先
とやま湾フェスティバル実行委員会
Mail：info@one-fes.com
担当：加治幸大 

●お申し込み・お問合わせ先


