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ＯＤＡWARA えっさホイまつり 201８ 

第２０回 ODAWARA えっさホイおどり 

応援（ご協賛）のお願い 
 

平成３０年６月吉日 

ＯＤＡＷＡＲＡえっさホイおどり実行委員会 
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はじめに 

 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は、ＯＤＡＷＡＲＡえっさホイおどり実行委

員会の活動に多大なるご協力とご支援を賜り誠にありがとうございます。 

 さて、１９９８年に小田原箱根商工会議所青年部と市民から公募いたしましたメンバーにより実

行委員会を設立し、よさこい踊りをベースにスタートした「ＯＤＡＷＡＲＡえっさホイおどり」もお

かげさまで今年で２０回目をむかえることとなりました。様々なご縁の広がりと共に、現在では、神

奈川県内外より４０団体・1,１00 余名の踊り手の参加、２日間で約７万人のお客様にご覧いただく

までになりました。これもひとえに、皆様のご支援の賜物と感謝申し上げます。 

 今年は、９月 1５日(土)・1６日(日)の２日間、【ＯＤＡＷＡＲＡえっさホイまつり２０１８】を開

催することが決定いたしました。２０周年の感謝、そして次世代へつなげる節目の年として、 

①小田原の文化として成長したえっさホイおどりを通じて、小田原の魅力を発信し、小田原の活性

化の一翼を担いたい。 

②小田原の未来を託す子どもたちの成長に寄り添い、活動を通じて、より小田原を好きになっても

らいたい。 

という２点を明確にしたうえでエネルギーを注ぎ、開催に向けて取り組んでいる次第でございます。 

つきましては、経済状況厳しき折、大変心苦しいお願いではございますが、貴社におかれまして

は、本企画書をご一読いただき、ぜひご協賛という形での応援のご協力をいただけますようお願い

申し上げます。 

実施概要 

◆名  称  ＯＤＡＷＡＲＡえっさホイまつり 201８ 

第２０回 ODAWARA えっさホイおどり 

◆開催日時  平成３０年９月 1５日（土）・１６日（日）１０：００～１９：００（時間は予定） 

◆開催場所  小田原城内特設ステージ・城址公園内他（予定） 

◆開催形式  舞台演舞・街頭ステージでの定点演舞・路上パレード・フラフ（旗）ショー・ 

演舞コンテスト・ファッションショー 他 

◆主  催  ODAWARA えっさホイおどり実行委員会 

◆共  催  小田原箱根商工会議所・小田原箱根商工会議所青年部 

◆後  援  小田原市・小田原市教育委員会・(一社)小田原市観光協会 

◆協  力  Ｊ－ＮＥＴ(小田原青年団体懇話会)・東日本旅客鉄道(株)・東海旅客鉄道(株)・小

田急電鉄(株)・伊豆箱根鉄道(株)・箱根登山鉄道(株)・ＦＭおだわら・(株)ジェイコ

ム小田原・(株)タウンニュース社小田原支社・小田原駅構内タクシー組合加盟９社・

(有)レントオール小田原・(株)プラザネット小田原放送局・(株)サウンドダック･

(同)まち元気小田原 ほか 

◆参加チーム ４0 チーム（予定） 

◆観客動員数 約７万人（例年実績） 

◆実施内容  小田原市内外からの演舞団体によるよさこい系演舞。 

       レギュレーションコンテストを行い【ODAWARA えっさホイおどり 

大賞】他各賞を選出し表彰する。 

１日目  各会場演舞・演舞コンテスト・ファッションショー 他 （予定） 

         ２日目  各会場演舞・路上パレード・フラフショー 他 （予定）           



〈応援内容〉 
 

1. 広告のご協賛 

メインステージ前面広告 １口 10,000 円・３口 30,000 円 

  メインステージ背面広告 １口 10,000 円・３口 30,000 円 

  会場内看板広告     １口 10,000 円・２口２0,000 円  

              ３口 30,000 円・５口 50,000 円 

  のぼり広告（２枚）   １口１0,000 円 

  当日プログラム広告 文字のみ 10,000 円・ロゴ入り 30,000 円   

ホームページバナー広告 平成３１年 3 月末まで掲載 10,000 円 

  応援パック       50,000 円パック・100,000 円パック    

 ※この他イベント当日は小田原駅前や各会場において、ご協賛いただいた方

の紹介をする看板等を設置する予定です。 

2、サポートチケット協賛 1 枚 1,000 円 

 

3、コンテスト入賞賞品のご提供 

 

 

 

 

〈お申し込みＦＡＸ締め切り〉 ８月２４日（金） 

 



【メインステージ前面・背面広告協賛】 
 

＜協賛内容＞ 

二の丸広場メインステージの前垂れ（下部）・背面に企業名を掲示させていた

だきます。 

 

◇金 １口―１０，０００円 

（１口・３口）のいずれかでお願いいたします） 

 

 

 

 
（例） 

 

配置はこちらで調整させていただきますのでご了承願います。 

 

 

広告のサイズ    １口： ６００ｍｍ×３００ｍｍ（企業名のみ） 

          ３口：１２００ｍｍ×３００ｍｍ（企業名のみ） 

           



【会場内看板広告協賛】 
 

＜協賛内容＞ 

メインステージ以外の会場内の各演舞ステージ周囲等に企業名を掲示させて

いただきます。 

    580ｍｍ 

                2700ｍｍ                        

◇金 １口―１０，０００円 

（１口・2 口・3 口・5 口）のいずれかでお願いいたします） 

 

 

 

 

広告のサイズ    １口： ６７５ｍｍ×２９０ｍｍ（企業名のみ） 

          ２口：１３５０ｍｍ×２９０ｍｍ（企業名のみ） 

          ３口：１３５０ｍｍ×５８０ｍｍ パネル 1/2 枚分 

          ５口：２７００mm×５８０ｍｍ パネル１枚分 



【当日プログラム広告協賛】 

 
＜協賛内容＞当日プログラムへの広告掲載 

   （９／２プレイベントほか直前告知及び当日配布計２0,000部を予定） 

   ※当日、会場内にも「協賛企業一覧」として掲載させていただきます。 

◇金 １口―10,000 円 

   上記紙面の協賛企業一覧に掲載いたします。貴社名を活字にて記載いたします。 

◇金 ３口―30,000 円 

   上記紙面の協賛企業一覧に掲載いたします。 

    ４．９ｃｍ × ４．９ｃｍ の広告枠 

貴社ロゴ使用可（Adobe Illustrator ai 形式ファイルを CD-R 等のメディアで入稿く

ださい） 

 

 

【のぼり広告協賛】 
 

＜協賛内容＞1 口（のぼり 2 枚）   

◇金 1 口―10,000 円   1 口以上 何口でも可 

まつり当日のイベント会場にて掲げられる「のぼり」上部に企業名をいれさ

せていただきます。 

貴社ロゴ使用可（Adobe Illustrator ai 形式ファイルを CD-R 等のメディアで入稿く

ださい） 

 



【ホームページバナー広告協賛】 
 

＜協賛内容＞ODAWARA えっさホイおどりオフィシャルホームページ  

http://www.essahoi.com 

トップページへバナー広告を掲載いたします。  

◇金 10,000 円 

   サイズ：１５０ｐｘ×５０ｐｘ 

ｇｉｆ形式、ｊｐｇ形式、ｐｎｇ形式 ３０Ｋｂ以内 

   掲載期間：お申込み完了時より平成３１年３月末まで 

 

 

【応援パック】 

 
＜協賛内容＞ 

◇金 50,000 円  メインステージ前面または背面広告３口分 

          当日プログラム広告３口分 （60,000 円相当） 

◇金 100,000 円 メインステージ前面または背面広告３口分 

          会場内看板広告３口分 

          当日プログラム広告３口分 

          のぼり広告３口分（６枚）   （120,000 円相当） 

http://www.essahoi.com/


 

【サポートチケット協賛】 
 

＜協賛内容＞ ◇1 口―金 1,000 円 

1 口以上何口でも可（予定総口数 1,000 口） 

ご協賛お礼として、当日「ODAWARA えっさホイまつり」会場内にて飲食品・

商品と引き換え可能なチケット（額面 500 円・つり銭返金不可）を 1 口につ

き 1 枚贈呈いたします。 

 

 

【コンテスト入賞賞品協賛】 
 

＜協賛内容＞ 

 ９月 1５日(土)に開催されます「第２０回 ODAWARA えっさホイおどり  

レギュレーションコンテスト」において、入賞チームへの副賞を物品でご提供

ください。 

 

チームは人数がさまざまで、多いチームは５０名以上にもなります。 

全員で分けることのできる物や、量の多い物・飲食品等が望ましいです。 

 

 

 

 

 



この度は、ご理解ご協力いただきありがとうございます。 

申込み締切り８月２４日（金）※サポートチケット協賛のみ当日でも受け付けいたします。 

 

 

 

《お振込先について》お振込みの場合は下記までお願いいたします。 

（手数料のご負担をお願いいたします） 

振込先   さがみ信用金庫 駅前支店 普通預金 0177344 

          郵便振替口座 ００２４０－５－１２４４１５ 

口座名義人  ODAWARA えっさホイおどり実行委員会 

【お問い合わせ先】 

 ＯＤＡＷＡＲＡえっさホイおどり実行委員会事務局：(同)まち元気小田原 担当:原田 

(平日 9～18 時受付) 

〒250-00０4 小田原市浜町１－１－４６ tel:0465-44-4656  

fax:0465-44-4657 

       Ｅ-mail info@essahoi.com   

Webpage http://www.essahoi.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:0465-44-4656
http://www.essahoi.com/


【協賛申込書】 
送付先→ Ｍａｉｌ：info@essahoi.com FAX：０４６５－４４－４６５７ 

貴社名：                    ※個人の方は個人名 

御住所：                    

電話番号：                   

御担当者名：                  ※個人の方は記載不要 

ご協力いただける項目に金額・口数等をご記入ください 

＜メインステージ前面・背面広告協賛＞ 

御協賛口数：  ・１口   金 10,000 円 \       

        ・３口   金 30,000 円 \       

＜会場内看板広告協賛＞ 

御協賛口数：  ・１口  金 10,000 円 \       

         ・２口  金 20,000 円  \       

        ・３口  金 30,000 円 \       

        ・５口  金 50,000 円 \       

＜当日プログラム広告協賛＞ 

御協賛口数：   ・１口  金 10,000 円 \       

・3 口  金 30,000 円 ￥       

＜のぼり広告協賛＞ 

御協賛口数： ・金 10,000 円×   口＝￥        

＜ホームページバナー広告協賛＞ 

御協賛口数： ・金 10,000 円  ￥        

＜応援パック＞ 

御協賛金額  ・50,000 円パック  ￥        

      ・100,000 円パック ￥        

＜サポートチケット協賛＞ 

御協賛口数： ・金 1,000 円×   口＝￥        

＜コンテスト入賞賞品協賛＞ 

 品名              数量             

 

＜合計＞ ￥            
 

特記事項：                                                            



 

【協賛申込書】※記入例 
送付先→ Ｍａｉｌ：info@essahoi.com FAX：０４６５－４４－４６５７ 

貴社名：えっさホイ株式会社          ※個人の方は個人名 

御住所：小田原市浜町〇―〇―〇         

電話番号：0465-44-〇〇〇〇          

御担当者名： 越佐ホイ太            ※個人の方は記載不要 

ご協力いただける項目に金額・口数等をご記入ください 

＜メインステージ前面・背面広告協賛＞ 

御協賛口数：  ・１口   金 10,000 円 \       

        ・３口   金 30,000 円 \ 30,000  

＜会場内看板広告協賛＞ 

御協賛口数：  ・１口  金 10,000 円 \       

         ・２口  金 20,000 円  \       

        ・３口  金 30,000 円 \       

        ・５口  金 50,000 円 \       

＜当日プログラム広告協賛＞ 

御協賛口数：   ・１口  金 10,000 円 \       

・3 口  金 30,000 円 ￥       

＜のぼり広告協賛＞ 

御協賛口数： ・金 10,000 円×   口＝￥        

＜ホームページバナー広告協賛＞ 

御協賛口数： ・金 10,000 円  ￥ 10,000     

＜応援パック＞ 

御協賛金額  ・50,000 円パック  ￥        

     ・100,000 円パック ￥        

＜サポートチケット協賛＞ 

御協賛口数： ・金 1,000 円× 10 口＝￥ 10,000    

＜コンテスト入賞賞品協賛＞ 

 品名  うめ～ソーダ缶      数量  ４ダース     

＜合計＞ ￥            

特記事項：                          


