
各 位        

平成 31年 1月吉日 

     第 16回日本フルートフェスティバル in清水 

     プログラム広告担当   小  楠  元  廣 

 

「第 16回 日本フルートフェスティバル in 清水」プログラムへの広告掲載依頼  

         

拝 啓         

日頃より静岡県フルート協会に対して多大なるご厚情を賜り誠にありがとうございます。 

さて、静岡県フルート協会主催のフルートフェスティバルもおかげさまで第 16回を迎える

事ができました。これもひとえに地元の皆様のお力添えと大変感謝しております。 

つきましては「第 16 回 日本フルートフェスティバル in 清水」の開催にあたりプログラ

ム広告掲載をお願いいたしたくご案内申し上げます。 

敬 具  

 （広 告 料） （A） １行広告  3,000円 （１口の大きさに３名様） 

  （B） １口    5,000円 （ 90mm ×  62mm） 

 （C） ２口   10,000円 （183mm ×  62mm） 

 （D） ４口   20,000円 （183mm × 127mm） 

 （E） 全面   40,000円 （183mm × 257mm） 

 （広告お申し込み方法と原稿の書送り先） 

１． 下記 Webから受付けています。原稿もこちらから入稿できます。（推奨） 

    http://flute-shizuoka.com/16th-festival 

  ２． Web以外の申込みの方は申込書に原稿を添付し、下記まで郵送お願いします。 
           ※原稿の返却は出来ませんのでご了承下さい 

    〒410-0871 静岡県沼津市西間門６９－２ 

      フェスティバル実行委員会 織田茂伸宛て 

      TEL 090-8732-6348 FAX 055-926-2656 

 （広告料振込先）セブン銀行 カーネーション支店 普通 0390571 イシカワルミコ 
        ※振込み手数料は当方で負担いたします 

 （広告申込 〆切り日） 平成 31年 2月 20日 

 （開催日） 平成 31年 3月 31日（日） 

  10:00 リハーサル  13:30 本番 

 （開催場所） 静岡市清水文化会館マリナート 

 （主  催） 静岡県フルート協会 

 （後  援） 静岡市、静岡新聞社・静岡放送、一般社団法人 日本フルート協会 

 

 広告掲載申込書  

平成  年  月  日 

 

「第 16回 日本フルートフェスティバル in清水」実行委員会 行き 

        

 （プログラム広告） （A） 1行広告  3,000円 を申込み致します。 

   （B） １口   5,000円 を申込み致します。 

   （C） ２口 10,000円 を申込み致します。 

   （D） ４口 20,000円 を申込み致します。 

   （E） 全面 40,000円 を申込み致します。 

 （申込者） 

  

 （住 所） 〒 

  

 （電 話） 

  

 （会社名） 

  

 （担当者） 

  ＊領収書の但し書きに希望がある場合(会社名など）は記入ください。 

    【                        】 

   

         
   Ａ４サイズ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横９０ｍｍ×高さ６２ｍｍ 

一口サイズ原寸大 

 

一口分 
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