
紀の国わかやま文化祭２０２１・紀の国わかやま総文２０２１
・ワールドマスターズゲームズ２０２１関西（和歌山県）

応援企業（企業協賛）の募集

令和３年に本県で開催される“紀の国わかやま文化祭２０２１”“紀の国わかやま総文２
０２１”“ワールドマスターズゲームズ２０２１関西”を、県民総参加で盛り上げることを
目的に協力事業及び協賛金等を募集します。募集概要は次のとおりです。

（１）協力事業・協賛金等の種類

①協力事業
大会を盛り上げるための広報物品の活用や、イベント等への参加・出場、
ボランティアとしての参加など、広報面、人員面の協力
（協力事業の例）

企業・事業所での広報ポスター・のぼり掲出、店舗での広報ポスター掲出・チラシ配布、
商品への大会ロゴ表示、企業啓発物への大会ロゴ表示、社用車への広報マグネット貼付、
企業ホームページ内での大会広報

②広告協賛金品
大会の広告宣伝等にあてる広告協賛品、広告協賛金の提供
（広告協賛品の例）

大会名・企業名等を記載したうちわ・ポケットティッシュ等ノベルティグッズ、
のぼり旗等の提供
大会の運営に使用する備品、消耗品などの物品の提供
大会物品の運搬などサービスの提供

③寄附金品
大会の準備、運営に要する資金、物品の提供

（３）広告協賛の内容
各大会ガイドブック、パンフレットへの広告掲載。詳細は別紙２をご覧ください。

（２）特典内容
イベント時のブース出展、開閉会式ご招待、大会ホームページやガイドブックへの企業

名掲載など、協賛の内容に応じて特典を用意しています。詳細は別紙１をご覧ください。

（４）募集期間

① 紀の国わかやま文化祭２０２１ ：令和３年６月３０日（水）まで
② 紀の国わかやま総文２０２１ ：令和３年５月３１日（月）まで
③ ワールドマスターズゲームズ２０２１関西 ：令和３年６月３０日（水）まで



（６）お申し出先・お問い合わせ先

 第３６回国民文化祭、第２１回全国障害者芸術・文化祭和歌山県実行委員会事務局
（和歌山県企画部紀の国わかやま文化祭推進局総務企画課 総務企画班）
住 所 〒６４０－８５８５ 和歌山市小松原通１－１
電 話 ０７３－４４１－２４１７
FAX  ０７３－４２３－７１２０
E-mail   kinokunibunkasai2021@pref.wakayama.lg.jp

 第４５回全国高等学校総合文化祭 和歌山県実行委員会事務局
（教育庁 学校教育局 県立学校教育課 全国高総文祭推進室）
住 所 〒６４０－８５８５ 和歌山市小松原通１－１
電 話 ０７３－４４１－２７０２
FAX     ０７３－４２６－５６５０
E-mail   kinokunibunkasai2021@pref.wakayama.lg.jp

 ワールドマスターズゲームズ2021関西 和歌山県実行委員会事務局
（教育庁 生涯学習局 スポーツ課 プロジェクト推進室）
住 所 〒６４０－８５８５ 和歌山市小松原通１－１
電 話 ０７３－４４１－３６９９
FAX     ０７３－４２３－８１７５
E-mail   e5004003@pref.wakayama.lg.jp

（５）お申し出の手続きについて

協力事業等の種別に応じ次の書式により申請をお願いします。

協力事業・・・・協力事業申込書（別記第１号又は第１の２号様式）

広告協賛品・・・広告協賛品申込書（別記第２号又は第２の２号様式）

広告協賛金・・・広告協賛金申込書（別記第３号又は第３の２号様式）

寄附金・・・・・寄附金申込書（別記第４号又は第４の２号様式）

寄附品・・・・・寄附品申込書（別記第５号又は第５の２号様式）



・広報ポスター・のぼりの掲出 ・広報チラシの配布
・商品への大会ロゴ表示 ・企業啓発物への大会ロゴ表示
・社用車への広報マグネット貼付 ・企業ホームページでの大会広報
・運営ボランティア、広報ボランティアへの協力
・イベントへの参加・出場・観覧

協力事業の例

・大会名・企業名等を記載したうちわ等ノベルティグッズの提供
・大会名・企業名等を記載した車両の提供
・大会会場で配布するドリンク等自社製品の提供
・大会の運営に使用する備品、消耗品など物品の提供
・大会物品の運搬など作業の提供

広告協賛品の例

特典内容

特典内容（紀の国わかやま総文２０２１部門大会）

別紙１

【全体協賛】

100万円以上 50万円以上 20万円以上 20万円未満

使用名義 協力企業 協力企業

感謝状贈呈

（県知事名）

開閉会式招待
※1

× ○ ○ ○ ×

ロゴ、マスコット

キャラクター等

の使用※2

主催イベントへの

ブース出展

※3

ガイドブック 企業名 企業名等 企業名等 企業名 企業名

企業名掲載 （小） ロゴ ロゴ （小） （小）

※４ （大） （小）

ホームページ、 企業名 企業名等 企業名等 企業名 企業名

記録集等への （小） ロゴ ロゴ （小） （小）

企業名掲載 （大） （小）

協力事業

広告協賛金品

寄附金品
広告協賛品

広告協賛金

協賛企業

×

金額換算によ
り、広告協賛

金と同等

○ × × ×

×

金額（寄附品は
金額換算）によ
り、広告協賛金

品と同等

○ ○ ○ ○ ○

× ○ ○ ×

※1 国文祭：開閉会式、総文祭：総合開会式、WMG：該当なし

※2 WMG2021関西のロゴ・マスコットキャラクター等を使用した商品開発は不可（別途申請必要）

※3 原則、3大会のうち1大会で出展可能、WMG2021関西（和歌山県）の出展は令和４年度。

※4 WMG2021関西（和歌山県）のガイドブックは令和４年度に発刊予定。

特典

協力・協賛

寄附

10万円以上 5万円以上 2万円以上 2万円未満

使用名義 協力企業 協力企業

ロゴ、マスコット

キャラクター等

の使用

部門プログラム 企業名 企業名等 企業名等 企業名 企業名

への企業名掲載 （小） ロゴ ロゴ （小） （小）

（大） （小）

ホームページ、 企業名 企業名等 企業名等 企業名 企業名

記録集等への （小） ロゴ ロゴ （小） （小）

企業名掲載 （大） （小）

協力事業

広告協賛金品

寄附金品
広告協賛品

広告協賛金

金額（寄附品は

金額換算）によ

り、広告協賛金

品と同等

協賛企業

○

金額換算によ

り、広告協賛

金と同等

○ ○ ○ ○

特典

協力・協賛

寄附



広告宣伝の種類 別紙２

【全体協賛】

Ａ４版（縦）　　１頁　カラー  500,000 円以上 

Ａ４版（縦）　1/2頁　カラー　 200,000 円以上 

Ａ４版（縦）　1/4頁　カラー  100,000 円以上 

Ａ４版（縦）　　１頁　単色  300,000 円以上 

Ａ４版（縦）　1/2頁　単色 200,000 円以上 

Ａ４版（縦）　1/4頁　単色 100,000 円以上 

Ａ４版（縦）　1/8頁　単色　   50,000 円以上 

Ａ５版（縦）　　１頁　カラー  500,000 円以上 

Ａ５版（縦）　1/2頁　カラー　 200,000 円以上 

Ａ５版（縦）　1/4頁　カラー 100,000 円以上 

Ａ５版（縦）　企業名を掲載    50,000 円以上 

Ａ５版（縦）　　１頁　カラー  500,000 円以上 

Ａ５版（縦）　1/2頁　カラー　 200,000 円以上 

Ａ５版（縦）　1/4頁　カラー  100,000 円以上 

【部門協賛】

Ａ４版（縦）　   １頁　単色 100,000 円以上 

Ａ４版（縦）　1/2頁　単色 　50,000 円以上 

Ａ４版（縦）　1/4頁　単色 　20,000 円以上 

Ａ４版（縦）　1/8頁　単色  　10,000 円以上 

※２　「全体協賛」の印刷物には広告掲載無し

※１　金額に応じて、上記すべての印刷物に広告宣伝を掲載

※１　紀の国わかやま総文２０２１のみに設定

紀の国わかやま総文２０２１
部門プログラム　　4,000部

※３　ワールドマスターズゲームズ2021関西公式ガイドブック【和歌山県版】は、
         令和４年度に発刊予定

紀の国わかやま総文２０２１
総合プログラム　　5,000部

ワールドマスターズゲームズ
２０２１関西
公式ガイドブック【和歌山県版】
日本語版・英語版　15,000部

紀の国わかやま総文２０２１
大会ガイドブック　　30,000部

品名 内容 協賛金額

紀の国わかやま文化祭２０２１
公式ガイドブック　　60,000部

品名 内容 協賛金額

※２　「部門協賛」の印刷物には広告掲載無し


