Voices of Vision２０周年記念ゴスペルコンサート

❮協賛広告のお願い～VOV を応援してください！❯
ハレルヤ！ みなさまにおかれましては益々ご清祥、ご活躍のこととお喜び申し上げます。
ゴスペルクワイア Voices of Vision(以下 VOV)は 20 周年を迎え、2019 年 10 月 12 日(土)に名古屋市公会堂(大ホール)にて記念コンサ
ートを開催させていただくこととなりました。
つきましては、コンサートで配布するパンフレットの制作費用等、コンサート費用の一部を応援していただきたく、みなさまの暖かい
お力添えをお願いいたします。また、この広告掲載を通してみなさまにも多くの恵みがあることとお祈り致しております。是非ご支援た
まわりますよう、ご協力の程をお願いします。
◇開催概要◇
▪Voices of Vision20 周年記念ゴスペルコンサート ▪主催：Voices of Vision
▪開催日：2019 年 10 月 12 日(土)開場 16：00 開演 17：00
▪会場：名古屋市公会堂大ホール
▪チケット：一般 3,000 円、中学生以下 1,500 円（前売り・当日共通）
▪広告掲載パンフレット仕様、印刷部数：A4 サイズ 16 ページ、2,000 部(予定)
◇協賛広告料金◇
①コンサートパンフレットへのカラー広告記載（白黒データも可）
※4 分の 1 ページ以上の広告には、コンサートチケットを進呈(全ページはチケット 2 枚、半ページと 4 分の 1 はチケット 1 枚)
□全ページ《A4 全面》
（タテ 260mm×ヨコ 180mm）
□半ページ
（タテ 130mm×ヨコ 180mm）
□4 分の 1 ページ（タテ 65mm×ヨコ 180mm）
□8 分の 1 ページ（タテ 65mm×ヨコ 90mm）
②コンサートパンフレットに名前のみ記載 （チケットの進呈はありません。
）
□団体名※1
□個人名※2

40,000 円
20,000 円
12,000 円
6,000 円

(チケット 2 枚進呈)
(チケット 1 枚進呈)
(チケット 1 枚進呈)
(チケット進呈なし)

3,000 円
2,000 円

※１団体名の後に代表者名まで記載できます。
（電話番号・住所等記載希望の場合は 8 分の 1 ページサイズ以上でお申込みください）
※２ご夫婦・ご家族は連名で記載できます。
◇広告掲載例（紙面イメージ）◇※配置等はこちらで調整させて頂きます。ご了承ください。
Voices of Vision
メンバー 大募集中！

<半ページ 20,000 円>

http://www.vov-jp.com
新しいこと始めよう！
<全ページ 40,000 円>

Jesus Loves You !!
<4 分の 1 ページ 12,000 円>
○○○教会

会社帰りに・練習の後に…

□□□食堂♪
名古屋市中村区××××
052-◎◎◎―××××

<8 分の 1 ページ 6,000 円>

私達は VOV を応援しています！
●●●音楽教室 講師○○○○
美容室×××
◆◆洋品店
△△楽器
名前のみ記載
(有)☆☆☆企画
<団体名：3,000 円>
福音太郎＆福子

<個人名：2,000 円>

◆お申込みは、WEB 版フォームがご便利です！◆
Voices of Vision 公式ホームページトップページのリンク、
または以下のアドレス、右記 QR コードをご利用ください。

https://ws.formzu.net/dist/S11479086/ （パソコン・スマホ・携帯共通）
スマートフォン等の QR コードリーダーで読み取ってください☞

※申込用紙ご利用の場合は下記に必要事項をご記入の上、お手数ですが
下記 VOV 名古屋事務局までご送付、または VOV メンバーにお渡しください。

Voices of Vision（VOV）20 周年記念ゴスペルコンサート協賛申込書
申込日 2019 年

月

日

VOV20 周年コンサートに協賛し下記の通り掲載を申し込みます。
(1)掲載内容

□にチェック印をつけてください。

①コンサートパンフレットへの広告記載
※4 分の 1 ページ以上の広告には、コンサートチケットを進呈(全ページはチケット 2 枚、半ページと 4 分の 1 はチケット 1 枚)

12,000 円

(チケット 2 枚進呈)
(チケット 1 枚進呈)
(チケット 1 枚進呈)

6,000 円

(チケット進呈なし)

□全ページ《A4 全面》
（タテ 260mm×ヨコ 180mm）

40,000 円

□半ページ

20,000 円

（タテ 130mm×ヨコ 180mm）

□4 分の 1 ページ（タテ 65mm×ヨコ 180mm）
□8 分の 1 ページ（タテ 65mm×ヨコ 90mm）
②コンサートパンフレットに名前のみ記載

（チケットの進呈はありません。
）

□団体名※1

3,000 円

□個人名※2

2,000 円

※１団体名の後に代表者名まで記載できます。
（電話番号・住所等記載希望の場合は 8 分の 1 ページサイズ以上でお申込み
ください）
※２ご夫婦・ご家族は連名で記載できます。
(2)ご掲載する表記名(団体名・社名・個人名など)

(3)お申込担当者名

(4) お申込担当者連絡先（電話メールアドレス）※ご連絡させていただく場合があります。
TEL：

メール：

★申込書送付先・問い合わせ先
※不明点・ご質問などありましたら
お気軽にお問い合わせください。

＠

VOV 名古屋事務局（担当：おさだ）
住所：〒451-0051 名古屋市西区則武新町 3-1-63-404
TEL：080-5163-3939
メールアドレス：20th-kyousan@vov-jp.com

◆原稿提出と料金のお支払いについて◆
⑴VOV メンバーに原稿と合わせて現金で支払い。
⑵原稿をメールまたは郵送のうえお振込にてお願いします。
振込口座：三菱ＵＦＪ銀行 名古屋営業部 普通 1128761

口座名義人：ヴォイスイズオブヴィジョン

◆広告原稿制作のご注意◆
①協賛申込み後、各自で広告サイズにあわせた完全原稿を作成してください。
（当方で原稿の代行作成可能です。ご必要な場合は 5000 円よりご相談ください）
②発色については責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
【原稿形式】
●＜データの場合＞
Illustrator 形式（文字はすべてアウトライン済、確認用 PDF 必要）
、PDF 形式または JPEG 形式で原寸加工、印刷可能な画像データ。
●＜紙原稿の場合＞プリンターからの出力紙、印画紙等、文字がはっきり読めれば紙原稿・手書き原稿も可（画質は劣ります。
）

【原稿締切】2019 年 9/7(土)
http://www.vov-jp.com

