
東北チアフェスティバル2019
ご協賛企画のご案内



『東北チアフェスティバル』とは？
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東北チアフェスティバルは、チアリーダーに憧れる⼦ども達、地域
で活動するチアリーダーやダンサー、野球・サッカー・バスケット
ボールなどのプロスポーツチアリーダーなどが集結し、様々な垣根
を超え、東北の笑顔と元気を発信することを⽬的に開催。
当⽇は、⽇本を代表するアリーナ「ゼビオアリーナ仙台」でしか味
わう事のできない最⾼の演出環境での「チア＆ダンスオンステ
ージ」、東北のプロスポーツチームチアによる「オースルターステ
ージ」や⽇本最⾼峰レベルのゲストパフォーマンス、世界で活躍し
た講師陣から指導を受けられる貴重な「ダンスクリニック」や各種
イベントなどを企画しています。また、東⽇本⼤震災からの復興を
後押しする企画など、「東北らしい」「東北でしかできない」、チ
アの新たな可能性や魅⼒を感じるイベントです。



実施概要
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■開催⽇時：2019年 7⽉27⽇(⼟)ワークショップ/⾮公開 
           7 ⽉28⽇(⽇)本⼤会開催(⼀般公開)／10:00~19:00 or 20:00(予定)
■会  場：ゼビオアリーナ仙台(宮城県仙台市太⽩区あすと⻑町1-4-10)
■料  ⾦：⾃由席 ⼀般 3,240円、⾃由席 ⼦ども 1,620円（3歳〜⼩学⽣）
           ※未就学児で座席を占有しない場合、同伴の⼤⼈１枚につき、未就学児１⼈までチケット不要です。

      【アップグレード席】指定席 3,240円（税込）※別途⼀般観覧チケットのお買い求めが必要です。
           ※アップグレード席発売場所／イーグルスチケット（Eチケ）https://eagles.tstar.jp/special#slideId20
           ＜注意事項＞⼀般観覧チケットと併せて購⼊いただくことで、第3部を最前列（指定席）でご覧いただけます。
                    ※アップグレード席は第3部のみ有効です。第1部、第2部は⼀般観覧席（⾃由席）でご覧ください
                    ※アップグレード席・⼀般観覧席ともに、写真・動画の撮影は第3部のみ可能です

■内  容：・第1部(エキシビジョン) ⼀般団体によるステージ ・第2部(スピリットステージ) 競技チアによるステージ
      ・第３部(スペシャルステージ) プロスポーツチアリーダーによるダンスパフォーマンス ・その他 ワークショップなど
■主  催：東北チアフェスティバル実⾏委員会
■共  催：スポーツコミッションせんだい
■後  援：⻘森県・岩⼿県・秋⽥県・宮城県・⼭形県・福島県・仙台市・⻘森県教育委員会・岩⼿県教育委員会・秋⽥県教育委員会・
      宮城県教育委員会・⼭形県教育委員会・福島県教育委員会・ 仙台市教育委員会・仙台商⼯会議所・⻑町商店街連合会・
      東北放送・仙台放送・宮城テレビ・東⽇本放送・河北新報社・エフエム仙台 (予定)
■協  ⼒：ベガルタ仙台・東北楽天ゴールデンイーグルス・仙台89ERS・⻘森ワッツ・岩⼿ビッグブルズ・秋⽥ノーザンハピネッツ
      ⼭形ワイヴァンズ・福島ファイヤーボンズ・仙台プロスポーツネット・各チア＆ダンス協会
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【参考資料】



ご協賛メニュー詳細
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メニュー詳細 内容 レッド 
(４社)

ブルー 
(10社)

グリーン

企業／個⼈
ビジョン 物品 ブース出店 

(４社)

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

協賛 
表記

ステージ脇バック
ボード 

（ロゴ使⽤） 
(横1,800mm×縦

900mm) 

〇 

⼊場⼝ 
（ロゴ使⽤） 

（横445mm×縦
185mm）

〇 〇 

公式WEBサイト 
（ロゴ使⽤） 〇 〇 〇 〇 〇

ポスター、フライ
ヤー印刷物 

（ロゴ使⽤）
〇

プログラム印刷物 
（ロゴ使⽤） 

（横43.5mm×縦
18mm）

〇 〇 〇 

ビジョン 
(ロゴ使⽤) 〇 〇 〇

チケット 
(統⼀書体) 

ブース設置 〇 〇

サンプリング 〇 〇

VIP観覧席

ステージでのPR

招待券 〇 
(30枚)

〇 
(10枚)

〇 
(4枚)

記念品 〇

※印刷物の掲載サイズは変更になる場合がございます	

レッド 
ｽﾎﾟﾝｻ 	ー

ブルー 
ｽﾎﾟﾝｻ 	ー

グリーン 
ｽﾎﾟﾝｻ 	ー

個人 
ｽﾎﾟﾝｻ 	ー

３０万円(税別) 

１０万円(税別) 

３万円(税別) 

①ビジョン 
 
 
②ブース出店	
 
 
③物品	

５万円(税別) 

５万円(税別) 

優秀チームへの賞品のご提供 



ご協賛メニュー詳細①
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ビジョン広告（イメージ） 

ステージ バッグボード広告（イメージ） 

入場口看板 



ご協賛メニュー詳細②
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ポスター・フライヤー プログラム ウェブサイト 

ロイヤルボックス鑑賞 



ブース出展詳細
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①販売については、売上げの10％を実行委員会にて徴収 
　させていただきます 
②東北チアフェスティバルオリジナルロゴでの商品販 
　売については20％を徴収させていただきます 
　※ロゴについてはお申込頂いた後に担当者よりデータを 
　　送付させていただきます 
③アワード協賛商品提供のご協力をお願い致します 

■ブース位置	

■会場図	

アリーナロビーにブースを展開します。 

2	



ブース出展サイズ
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飲食ブース	

①	 ②	 ④	③	

⑫	
⑪	

⑥	
⑩	

⑦	⑧	⑨	

⑤	

ブース 横3,350mm×縦2,800mm ブース 横3,350mm×縦2,500mm

① 横3,350mm×縦2,800mm ⑦ 横3,350mm×縦2,500mm

② 横3,350mm×縦2,800mm ⑧ 横3,350mm×縦2,500mm

③ 横3,350mm×縦2,800mm ⑨ 横5,950mm×縦2,500mm

④ 横3,300mm×縦3,100mm ⑩ 横3,350mm×縦2,500mm

⑤ 横5,500mm×縦2,500mm ⑪ 横3,350mm×縦2,500mm

⑥ 横3,300mm×縦2,400mm ⑫ 横2,970mm×縦2,500mm



東北チアプロジェクトへの展開事例
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食育活動（チアフルカフェ） 
子ども達の健やかなココロとカラダづくりをサポートする東北
チアプロジェクト・オリジナル食育活動。 
 
“チアダンス”+“フルーツ”＝元気いっぱい「チアフル」を、幼
稚園＆保育園、キッズ向けイベントなどで展開しています。 
風評被害払拭・復興支援の意味合いも強く、農家の想いもプ
ラスして届けています。 
 
活用例） 
　企業の福利厚生として上記プログラムの展開 
　幼稚園・保育園でのプログラム実施、配布物への御社名記載　 
　プログラム時に企業×チアフルカフェグッズの配布 
　　※現在は企業名入りのステッカーを配布 

【東北チアプロジェクトとは】
 東北の全てのチアリーダーが⼀つにつながり、強⼒なタッグを組んで
 東北のために貢献するプロジェクトです。
 スポーツシーンで観客の声を選⼿に届け、勝利の後押しをするよ 
 うに、チアリーダーが橋渡し役となって、東北を応援！
 ３つの『つなぐ』を⽬的とし、さらに世界に⽻ばたく⼈材育成のため 
 に『東北と世界をつなぐ』活動も積極的に⾏います。



協賛に際しての活⽤事例のご紹介②

復興支援・子どもの未来づくりサポート 
東日本大震災から続けているToBiRaプロジェクトでは、マイ
ナスな経験をプラスにかえるため、世界で活躍するチアやダ
ンサーと共に、「夢の扉をひらく」ことを目的に活動。 
 
震災から８年が過ぎた現在は、「支援される側から、応援す
る側へ」というテーマの元に、復興を後押しする人材育成の
一助となる活動を行っています。 
 
活用例） 
　学校や団体へのキャリアアッププログラムの展開 
　地域の子ども達を集めた、まちづくり＆みらいづくりへの参 
　加及び応援プログラムの展開 
　 11 

健康増進・スポーツ振興・高齢化対策 

笑顔と元気が強みのチアリーダーによる古里の健康づくりを
サポートする活動。併せて、スポーツ振興及びマイナースポ
ーツの支援にも繋げています。 
 
・健康体操教室やエクササイズ 
・スポーツチームとタイアップしたスポーツチャレンジ企画 
 
活用例） 
　企業の福利厚生として上記プログラムの展開 
　ショッピングモールでの親子向けプログラムの展開　 
　 



協賛に際しての活⽤事例のご紹介③

12 

キャリアアップ・マッチングプログラム 
ホスピタリティに溢れ、笑顔が素敵な女性を育成するチアリーダー
の教育メソッドを、地域に還元。 
 
・観光大使やキャンペーンレディへの教育 
・チアリーダーと企業のマッチング 
・セカンドキャリアを活用したワークショップ活動 
 
活用例） 
　チアリーダーとして活躍しながら企業で働き、そのCSRも担うマッ 
　チングプログラムの展開 
　企業の女性又は新入社員向け研修プログラムの展開 
　地域・女性・企業をつなげるイベント企画 

ピンクリボン運動 
乳がんの早期発見・早期治療を呼びかける世界規模の「ピン
クリボン運動」をチアリーダーの立場でサポートします 
 
・キッズ向け「がん教育」 
・親子向けワークショップでの啓蒙 
・ピンク衣装及びピンクポンポンでのステージ展開 
・スポーツチームとタイアップしたレディースDAY企画 
 
活用例） 
　企業の福利厚生として上記プログラムの展開 
　ショッピングモールでの親子向けプログラムの展開　 
　チアスクールにおける企業×ピンクリボンコラボグッズの配布 
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お申込・お問合せ
東北チアフェスティバル　協賛申込書	

協賛金額	 　	

希望内容	

企業名	

フリガナ	 代表印	

　	

　	

担当者	

フリガナ	

　	

住所	

フリガナ	

〒	

電話番号	 　	 携帯番号	 　	

スタッフＩＤ数	 　	 Eメール	 　	

FAXもしくはEメールにて6月30日までにお申し込み下さい	

送付先	
FAX： 022-399-7423	

Eメール：　tohokucheer2017@gmail.com	

<問い合わせ先> 

東北チアフェスティバル実⾏委員会 

   仙台市太⽩区あすと⻑町1-4-30 
   ゼビオアリーナ内 
     
   info@tohokucheerfes.com           
  
   担当・村岡


