
                                            

一般社団法人 東京都空手道連盟 

                                                                  会   長  笹  川     堯 

                                                                  専務理事  坂  梨   孝 美 

 

２０２１（令和３）年度都空連主管大会プログラムへの広告掲載について 

 

例年の大会において多くの広告掲載にご応募により、大会運営について応援とご協力をいただき厚く御礼申し上げます。

２０１９年度より、皆様方からのご要望により広告を掲載する大会を選択できるようになっております。 

なお２０２０年度から、種々都合により「個人広告」とＥ区分 （Ａ４大の１／８ページ）の広告募集を取り止めましたのでご注 

意のうえ、例年に増して多くの広告にご応募・掲載していただき、大会運営について更なる応援とご協力を頂戴いたしたく、 

重ねてお願い申し上げます。 

 

１ 選択できる広告 

（１） 一般広告  

（２） 区郡市連盟一般広告 

  ＊「寄贈感謝広告」につきましては、今まで通り 「東京都選手権大会」のみの掲載です。 

 

２ 選択できる掲載大会プログラム 

  （１）東京都小学生選手権大会 

  （２）東京都中学・幼年選手権大会 

  （３）東京都（少年・一般）選手権大会 

  （４）２大会に掲載  ※小学生大会 ・ 中学・幼年大会 ・ 選手権大会 の中、 ２大会プログラムに掲載 

  （５）３大会（小学生 ・ 中学・幼年 ・ 選手権 の３大会） 全て掲載 

 

３ 掲載費用 

＊２０２０（令和２）年度から、 「Ｅ区分 （Ａ４大の１／８ページ）」 の掲載は無くなりました。 

＊２０２０（令和２）年度から、 「個人広告 F 区分（名刺サイズ）」 の掲載は無くなりました。 

 

  （１）東京都大会の中、 １大会掲載 

ア Ａ区分 （Ａ４大の全面１ページ）         ８万円     （￥ ８０，０００） 

イ B 区分 （Ａ４大の１／２ページ）          ５万円     （￥ ５０，０００） 

ウ Ｃ区分 （Ａ４大の１／３ページ）        ３万円      （￥ ３０，０００） 

エ Ｄ区分 （Ａ４大の１／４ページ）        ２万５千円   （￥ ２５，０００） 

 

（２）東京都大会の中、 ２大会掲載 

ア Ａ区分 （Ａ４大の全面１ページ）       １４万円       （￥１４０，０００） 

イ B 区分 （Ａ４大の１／２ページ）       ９万円       （￥ ９０，０００） 

ウ Ｃ区分 （Ａ４大の１／３ページ）       ５万円       （￥ ５０，０００） 

エ Ｄ区分 （Ａ４大の１／４ページ）       ４万５千円    （￥ ４５，０００） 

 

（３）東京都大会３大会全てに掲載 

ア Ａ区分 （Ａ４大の全面１ページ）       １８万円       （￥１８０，０００） 

イ B 区分 （Ａ４大の１／２ページ）      １２万円       （￥１２０，０００） 

ウ Ｃ区分 （Ａ４大の１／３ページ）       ６万円       （￥ ６０，０００） 

エ Ｄ区分 （Ａ４大の１／４ページ）       ５万５千円    （￥ ５５，０００） 
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４ 広告のサイズ 

 

（１） 一般広告 

従来通り、Ａ４判プログラムの下記例示 Ａ ～ Ｄ の ４区分で募集いたします。 

 

（２） 区郡市連盟推薦一般広告 

Ａ４判プログラムの 下記例示  Ａ ～ Ｄ の ４区分で募集いたします。 

 

※全区郡市連盟が各一社以上の「区郡市連盟推薦一般広告」として、応援とご協力をお願いいたします。 

 

       （広告サイズ４区分例示  ①：A ～ ⑤：D ） 

 

         （例示①： A）         （例示②： B）        （例示③： C）            （例示④： D） 

 

 

 

 

  ２６cm 

 

 

 

 

 

               １８cm 

           Ａ： 全面         Ｂ：  １／２         Ｃ：  １／３          Ｄ：  １／４ 

       （１大会広告基本掲載費） 

         ８万円            ５万円            ３万円            ２万５千円 

 

 

５ 広告データ受付け期限     ＊各大会の出場申込み期限と同日期限です。 

※広告掲載を希望する大会並びに広告の大きさ及び広告内容を各々ご指定のうえご応募願います。 

※「広告データ」は、２大会及び３大会掲載ご希望の場合、ご面倒でも各掲載該当大会毎の受付け期限に 

そのデータを配信してご応募願います。 

 

（１） 第３５回東京都小学生選手権大会        大会日 ： ５月２３日（日）  場所 ： 東京武道館 

４月 ２日（金） １７：００必着 

 

（２）第５１回東京都（少年・一般）選手権大会    大会日 ： ６月 ６日（日）  場所 ： 東京武道館 

     ４月１２日（月） １７：００必着 

 

（３）第３５回中学生・第２０回幼年選手権大会   大会日 ： ６月２０日（日）  場所 ： 東京武道館 

     ４月２６日（月） １７：００必着 

 

６ 申込先   〒１６６－０００１ 東京都杉並区阿佐谷北２－１４－４ 阿佐ヶ谷北口ビル２F （一社）東京都空手道連盟事務所 

             ＦＡＸ ０３－３２２３－９００７  （電話 ０３－３２２３－９００２） 

             広告データ送信先     ｔｏｋｕｒｅｎ＿ｔａｉｋａｉ＠ｙａｈｏｏ．ｃｏ．ｊｐ 

             担当   （一社）東京都空手道連盟 常務理事  緒方 良之  宛て （携帯 090-6192-4488） 
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７ 広告掲載費用の入金先について         

※各大会の出場費用の入金期限と同日期限です。 

※広告掲載費用は下記口座に振込み送金をお願いします。（昨年と変更になっております。ご注意願います。） 

 

三菱 UFJ 銀行 町田支店 普通 1670193   東京都空手道連盟  代表  緒方 良之   

 

８ 広告掲載申込みについての注意事項 

（１）受付け期限を過ぎた場合、印刷の都合上掲載できませんので期限厳守にてご応募願います。 

（２）受付けた広告データに修正変更は致しませんので、完全な状態でデータ配信をお願いいたします。 

（３）受付け期限までに今年度の非掲載及び変更の申請が無い場合、昨年通りに広告掲載及び掲載費用 

をお支払いいただきますのでご承知置き下さい。 

（４）「道場紹介広告」と区郡市連盟推薦「一般広告」では、希望により「所属区郡市名」を記入致します。 

お申し出下さい。 

（５） 広告原稿は、間違い無いマークや社名等の指定（清刷り）等を添付し、確定した完成データをご提出願 

います。 

（６）広告掲載費用の入金先が昨年と変更になっております。 ご注意下さい。 

（７）広告掲載について不明な点は、上記申込先 緒方 良之 常務理事宛にお問い合わせ下さい。 

 

 

 

９ 寄贈感謝広告   （従来通り、下記レイアウトの区郡市連盟広告） 

    ＊第５１回東京都（少年・一般）選手権大会の寄贈感謝広告  大会日 ： ６月 ６日（日）  

 

寄贈感謝広告掲載費    ５千円 

                                                     理事長     （氏 名） 

          （区郡市名）     区郡市連盟     連盟会長    （氏 名） 

                                                    事務局長      （氏 名） 

        

＊「寄贈感謝広告」は基本的に、都空連加盟の全区郡市連盟が広告掲載されることをお願いいたします。 

 

（１） 申込締切    ２０２１年 ４月１２日（月） １７：００原稿必着  とします。  

               （第５１回東京都選手権大会 の広告申込受付け期限と同じです。） 

（２） 受付け期限までに今年度の非掲載及び変更の申請が無い場合、昨年通りに寄贈感謝広告掲載及び 

掲載費用をお支払いいただきますのでご承知置き下さい。 

 

（３）申込先  〒１６６－０００１ 東京都杉並区阿佐谷北２－１４－４ 阿佐ヶ谷北口ビル２F （一社）東京都空手道連盟事務所 

              ＦＡＸ ０３－３２２３－９００７  （電話 ０３－３２２３－９００２） 

              （一社）東京都空手道連盟 常務理事・PGM 委員長  緒方 良之  宛て （携帯 ０９０－６１９２－４４８８） 

 

（４）寄贈感謝広告費用の入金について    ＊＊「一般広告」とは別途扱い入金になります！！＊＊ 

①入金期日  広告原稿〆切りと同日の ５月 ７日（金）までに 振込み送金に限定とする。 

②入金方法  別途指定する（一社）東京都空手道連盟の口座に、 

「大会協力金 \36,000 + 寄贈感謝広告費 \5,000」 を合わせて振込み入金する。 
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