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2022 年 8 月

協賛担当 神前真桜 

  

2022 年度大阪大学まちかね祭 

協賛のご案内  

  
    

大阪大学大学祭中央実行委員会  

事務所所在地 大阪大学豊中キャンパス 明道館 BOX８ 

郵便物送付先 〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町 1-10 

電話番号    06-6841-6025（直通） 

メールアドレス sales@machikanesai.com  
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まちかね祭について  
 

まちかね祭とは、大阪大学で毎年 11 月に開催される大学祭のことで、阪大生の文化的発表

の場として 1960 年より継続しています。まちかね祭では学生による多彩な企画が集まる他、

大阪大学が主催する「研究室公開」などの企画も少なからず催されます。大学祭シーズンに

催されるイベントであるゆえ、幅広い層の方から注目を受けており、来場者層は大学生や近

隣住民の他、ご家族連れや中高生など多様です。  

 

 感染症対策について  

 

当日、来場者の方には事前予約、当日の健康状況の回答をしていただき、入場券を使用して

会場ごとの人数制限を行います。また企画の内容を事前に詳細に把握し、安全・衛星管理や

感染症対策の指導を行っております。万が一参加者内で感染が発生した場合も、大学当局や

保健所等の公的機関への速やかな情報提供および共有ができるよう、来場者の追跡も行いま

す。開催前の感染状況により、大学との協議の

上来場者の属性及び人数の制限を行う可能性が

ありますが、本学構成員、団体関係者、高校生、

近畿圏在住者の皆様にお越しいただけるよう準

備を進めております。  

 

 2021 年度課外活動オリエンテーション（大阪

大学大学祭中央実行委員会主催）における入場

管理の様子 
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概要  

  

開催日時  2022 年 11 月 4 日（金）～6 日（日)  

開催場所  大阪大学豊中キャンパス  

出展企画数  

（昨年度） 

  学生企画  約 130 企画   

   内  ステージ企画  27 企画  

     模擬店企画  29 企画  

     館内企画  約 70 企画  

     

    

屋外企画  6 企画  

来場者数 

（昨年度）  

のべ約 17000 人（全日合計）   

来場者層  阪大生とその親類、中高生、他大学生、近隣住民、ご家族連れなど  

主な企画  O-1 グランプリ（実行委員企画）お笑いの頂上決定戦。観客投票で

優勝を決める。  

お笑いライブ（実行委員企画）全国規模で有名な芸人を招待しての

お笑いライブ企画。  

課外活動団体・有志等による発表（一部）音楽・ダンス披露、武道

演武、伝統芸能、日本酒紹介、忍者迷路、展示、討論会、公開収

録、寄席、郷土料理提供、上映会、即売会など  
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「大阪大学大学祭中央実行委員会」について  

 

大阪大学大学祭中央実行委員会は、大阪大学で開催される大学祭「いちょう祭(5 月初頭)」 

「まちかね祭(11 月初頭)」における学生企画の総括と運営をしている大阪大学公認団体です。

当委員会にはおよそ 190 人の学生が所属しており、大学祭はステージの設営から使用 

教室の調整、食品の安全管理に至るまで、全て学生の手によって行っております。  

  

主な業務内容  

・大学祭に使用する教室および備品類の一括管理  

・企画出展団体に対する安全指導および大学祭期間中の安全管理  

・企画出展団体に対する感染症対策の指導  

・感染症対策のための入場管理・来場者追跡  

・飲食物の取り扱いに係る行政手続きおよび取扱団体に対する衛生指導  

・ステージの設営および照明機材・特殊効果の制御  

・実行委員会企画の立案および実行  

・大学祭の広報活動および来場者を高揚させる装飾物の製作  

・大学祭の運営に必要な経費の調達  

・大学祭の運営に係る収支の管理  
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年間予定  

  

6 月  まちかね祭の大綱の決定。企画参加団体の募集。  

7 月  企画の参加登録受付。参加団体の確定。各種申請の受付。企業協賛の受付。  

8 月  大学および各行政機関への手続き。  

9 月  パンフレットなどの広報物の入稿。構内装飾物の作成。  

10 月  企画参加団体への安全指導。まちかね祭開催に向けた最終調節。  

11 月  まちかね祭の開催。  

12 月  協賛企業に対する事後報告。まちかね祭の反省。いちょう祭の大綱の決定。  

1 月  いちょう祭への企画参加団体の募集。  

2 月  企業協賛の受付。参加登録受付。参加団体の確定。各種申請の受付。  

3 月  大学および各行政機関への手続き。広報物の入稿。構内装飾物の作成。  

4 月  企画参加団体への安全指導。いちょう祭開催に向けた最終調節。  

5 月  いちょう祭の開催。協賛企業に対する事後報告。いちょう祭の反省。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6  

  

 

協賛のご案内  
 

当団体では、まちかね祭開催の趣旨にご賛同のうえでご協賛していただける個人・企業の

方々を募集しております。協賛方法は、パンフレット広告協賛、ウェブサイト広告協賛、サ

ンプリング協賛の３種類がございます。以下、各種協賛方法の詳細をご案内します。  

  

パンフレット広告協賛  

まちかね祭当日に、来場者の方々に無料で配布するパンフレットにご広告を掲載させていた

だきます。パンフレットの概要は下記の通りです。  

大きさ  A5 判 (横 148mm×縦 210mm)  

ページ数  約 45 ページ  

料金  来場者に無料で配布します。  

発行部数 7,000 部（予定） 

配布期間  まちかね祭期間中 (2022 年 11 月 4 日～6 日)  

配布場所  大阪大学豊中キャンパス内の総合案内所など  

配布対象  来場者（在学生、教職員、中高生、近隣住民の方） 

掲載内容  豊中キャンパスマップ、企画紹介、注意事項など  
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 掲載場所・料金の一覧  

 

掲載枠  昨年度掲載例 枠数  料金  

表 2 (表紙裏)  なし １  ￥160,000  

表３(裏表紙)  裏表紙参照 １  ￥145,000  

表４(裏表紙裏)  なし １  ￥120,000  

表２横 (表紙裏の隣)  なし １  ￥100,000  

表 3 横 (裏表紙の隣)  なし １  ￥80,000  

内１ｐ  2p 参照 上限なし  ￥60,000  

内 1/2ｐ  21p 参照 上限なし  ￥30,000  

内 1/6ｐ  44p 参照 上限なし  ￥10,000  

 

（昨年度のパンフレットをご参照ください。パンフレットの実物のご送付をご希望の場合は、

ご連絡ください。） 

 

 注意事項  

 

・枠数以上に応募が入った場合、先着順とさせていただきます。  

・内 1/2p、内 1/6p 枠はモノクロで印刷されます。  

・レイアウトの都合上、こちらの判断で掲載場所を予告なく変更する場合がございます。  

・掲載サイズと異なる大きさの原稿を入稿された場合、縦横比を維持したうえで適宜拡大/ 

縮小する場合がございます。  

・入稿するデータの形式については Ai 形式をはじめとするベクターデータが望ましいですが、

JPG/PNG 形式などのビットマップデータやアナログ原稿も可能な限り対応いたします。 

その他の形式につきましても、ご相談の上、可能な限り対応いたします。  
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 パンフレット広告協賛の流れ  

 

準備していただくもの：同意書、広告のデザインデータ  

①掲載枠を選んでいただき、同意書をメールまたは郵送でお送りください。  

②広告デザインをメールで送付してください。同意書と一緒に送付していただいても構いま

せん。  

同意書の送付期限は 9 月 2 日（金）、データの送付期限は 9 月 16 日（金）です。  

 

ウェブサイト広告協賛  

開催期間前より公開されておりますまちかね祭の公式ウェブサイトに、ご広告を掲載させて

いただきます。ウェブサイトの概要は下記の通りです。  

サイト URL  https://machikanesai.com/  

公開期間  約 11 ヶ月  

広告掲載期間  公開（公開後の場合、申し込みの数日後)～次年度サイトの公開  

※リンクの追加・削除は随時承ります  

主なコンテンツ  まちかね祭の紹介、企画検索、企画紹介、構内地図、よくあるご質

問、学内店舗営業情報、キャンパスへのアクセスなど  

その他  スマートフォン対応デザインのサイトも展開します。  
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 掲載場所・料金の一覧  

 

  

種類  画像入稿時縦横比 料金  枠数  備考 

企画一覧ページ広告 

(目安 200×200px) 

１：１ ¥30,000 上限なし  

フッター広告  

（目安 300×150px）  

横⾧ ¥25,000  上限なし  

トップページ広告  

（目安 300×150px）  

２：１ ¥10,000  上限なし 

 

 各掲載場所の詳細  

 

・企画本文中広告 

企画紹介ページに掲載します。画像と併せて 30 文字以内の説明文を掲載可能です。 

掲載ページ例）https://archive.machikanesai.com/21/mogiten 

 

・フッター広告 

ホームページのフッターに掲載します。その為、タイトルバー広告同様、ページに関わらず、

サイト内であれば常に広告が表示されます。 

 掲載例）https://archive.machikanesai.com/21/info 

 

・トップページ広告 

サイト内で利用者が最初に訪れるトップページに広告を掲載します。 

掲載ページ例）https://archive.machikanesai.com/21/index 
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 注意事項  

 

・どの掲載場所においてもリンクの設置が可能です。 

・各掲載場所で枠数以上に応募が入った場合、先着順とさせて頂きます。お早めにご応募く

ださい。  

・広告に併せて掲載する個人・企業の名称に希望がございましたら可能な限り応えさせてい

ただきます。  

・レイアウトの都合上、こちらの判断で広告のサイズ・位置・順序を予告なく変更する場合

がございます。  

・掲載サイズが入稿された画像のサイズと異なる場合、縦横比を維持した上で適宜拡大・縮

小する場合がございます。  

・広告のデータは PNG 形式、JPEG 形式、BMP 形式のいずれかで入稿してください。その

他の形式でも可能な限り対応しております。 

 

 ウェブサイト広告協賛の流れ  

 

準備していただくもの：同意書、広告のデザインデータ  

①掲載枠を選んでいただき、同意書をメールまたは郵送でお送りください。  

②広告データをメールで送付してください。メール以外の方法で送付されたい場合はご相談

いただきますようお願いいたします。同意書と一緒に送付していただいても構いません。  

 

同意書・データの送付期限は 11 月 2 日（水）です。  

なお、サイトの開設は 10 月中旬を予定しています。 

※既にサイトが公開されていましたら、同意書・広告デザインを送付していただいた数日後

より掲載を開始することも可能です。  
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サンプリング協賛  

まちかね祭の開催中、総合案内所や受付にて、ビラや袋等を配布させていただきます。 

 

配布期間 まちかね祭期間中 (2022 年 11 月 4 日～6 日)  

配布場所 大阪大学豊中キャンパス内の総合案内所など  

配布対象 来場者（在学生、教職員、中高生、近隣住民の方）  

 

 主な特徴  

 

・企業様がご用意いただいたものをそのままお渡しすることができます。 

・当日配布のパンフレットと共にお渡ししますので、来場者の方に手にとってもらいや すく 

なっております。 

・サンプリングの配布は実行委員の手によりなされるので、配布にかかる人的コストを抑え

ることができます。 

 

 サンプリング協賛詳細 

 

以下に提示した部数・値段は目安です。希望の部数が別途、ご相談くださいませ。 

 

種類 部数 料金 

 

ビラ 又は 袋 

3000 \60,000 

5000 \100,000 
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 注意事項 

 

・パンフレットと併せて配布させていただくので、部数の上限はパンフレット発行部数の

7,000 部とさせていただきます。 

・ビラの印刷はこちらで行うことが可能ですが、部数分の印刷されたビラをお送りしていた

だいた場合は、料金をお安くさせていただきます。その際は、ご相談ください。 

・サンプリングにつきましては大学の許可が必要となります。同意書を送付していただく 

前にサンプルの見本の送付をお願いいたします。 

・サンプルやビラの内容によっては大学からの許可が下りない可能性やサンプルを変 

更していただく可能性がございます。予めご了承くださいませ。 

・サンプルに関しては冷やしておく必要があるもの、片手で運びづらいもの、壊れやす 

いものなどはご遠慮ください。 

 

サンプル見本の送付期限は 9 月 30 日（金）、同意書の送付期限は 10 月 17 日（月）、サン

プルの送付期限は別途相談とさせていただきます。 

 

協賛金の払い込みに関する注意事項  

 払込について  

 

まちかね祭開催後(11 月末ごろ）に当委員会より請求書をお送りいたします。つきましては

請求書をお受け取りになった後、当委員会の定める期日までに行うようお願いいたします。  

（現時点でまちかね祭の協賛金の払込期日は 12 月末を予定しております。）  

 振込手数料について  

 

協賛金を銀行振り込みで納入いただく場合、振込手数料は貴社の負担でお願いいたします。 

ご理解のほどよろしくお願いします。  

 領収書について  

 

協賛金を銀行振り込みで納入いただく場合、領収書は原則として振込証明書をもって代えさ

せていただきます。ただしご要望がございましたら、発行いたしますのでご連絡ください。  
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延期・中止について  

 

・中止となった場合につきましては同意書を無効とし、協賛金を頂かないこととします。ま

た延期の場合につきましてはその後、開催された際は協賛金を通常通り請求させていただき

ます。ただし延期の後、中止が決定した場合は協賛金を頂かないこととします。  

・オンライン開催など開催形態が大きく変更した場合、基本的には同意書を無効とさせてい

ただきますが代替案などを提示できる可能性もございます。  


