
 

 

 

 

 

Cambodia Festival 2022 
カンボジアフェスティバル 2022 

 Tokyo, 3-4 May 2022 

2022年 5月 3-4日、東京 

Sponsorship Terms & Conditions for  

Cambodia Festival 2022 

カンボジアフェスティバル 2022 スポンサー要項 

 
 

 

 

カンボジアフェスティバル 2022 実行委員会 

Website: http://cambodiafestival.com  
Facebook: https://www.facebook.com/cambodiafestival  
 

カンボジアフェスティバル 2022 スポンサー担当 

Mr. Nakajima Shogo（中嶋章悟） 

Tel: 090 5208 8969 

Email: info@cambodiafestival.com 

（お電話が繋がらない場合は、お手数ですがメールにてお問合せください。） 
 

 

http://cambodiafestival.com/
https://www.facebook.com/cambodiafestival
mailto:info@cambodiafestival.com


 

 

カンボジアフェスティバル 2022 実行委員会では、在日本カンボジア王国大使館 

および特定非営利活動法人在日カンボジアコミュニティ、在日カンボジア留学生協

会の協力のもと、日本にてカンボジアの様々な姿を紹介し、カンボジアと日本との

関係をよりよいものにするため、東京都渋谷区代々木公園にて「カンボジアフェス

ティバル 2022」を開催致します。カンボジアと日本を結ぶ本イベントを成功させる

ため、本年も皆様のご協力をお願い申し上げます。 

 

 

1. カンボジアフェスティバル 2022 詳細 
 

主催  ：カンボジアフェスティバル 2022実行委員会 

共催  ：在日本 カンボジア王国大使館 

     特定非営利活動法人在日カンボジアコミュニティ 

     在日カンボジア留学生協会 

     有限会社 ビー・エム・アイ 

 

実行委員長：H.E. Mr. Tuy Ry 駐日カンボジア王国 特命全権大使 

 

場所 ：代々木公園イベント広場およびステージ（東京都代々木公園） 

日にち ：2022年 5月 3 日（火/祝）、4 日（水/祝） 10:00 a.m. – 19:00 p.m. 

料金 ：入場無料 

目的 ：- 日本において、文化、観光、投資機会に関するカンボジアの 

イメージを広める。 

-  カンボジアと日本との関係をよりよいものにする。 

 

開催二日間の予想参加ブース数：約 50ブース 

（飲食、物販、NPO/NGO ブース、ワールドエリア含む） 

開催二日間の予想来場者数：約 5万人 (2019年度実績：10万人) 

※感染症対策で入場規制などを行う可能性がございます。 

初日開会式の来賓：カンボジアおよび日本各省庁関係者、在東京 ASEAN 各国大

使館大使、元駐カンボジア日本国大使、在日本カンボジア友好協会代表等。 

 ※感染症対策で開会式規模を縮小する可能性がございます。 

 

 

 



 

 

2. フェスティバルのスポンサーお申込み条件について 

 

カンボジアフェスティバル 2022のスポンサーにお申込みいただく場合、 

2022年 4月 15 日までにご一報ください。 

申込書の記載などは後日で結構でございます。 

（締切以後のお申込みの場合、印刷物へのロゴ掲載が出来なくなる場合がございます。お申

し込みが遅くなる場合は、その旨ご相談ください。） 

その他フェスティバルのスポンサーに関するお問い合わせは以下担当者へご

連絡ください 

 スポンサー担当 

 中嶋 章悟（ナカジマショウゴ） 

 Tel: 090 5208 8969 

      Eメール:  info@cambodiafestival.com 

（お電話が繋がらない場合は、お手数ですがメールにてお問合せください。） 

 

 
❖ 10万円×1口以上のご支援をいただく方は、お申し込み時にロゴマークのデータを

上記メールアドレス宛にご送付ください。（データ形式は、イラストレーターaiに

てお願いいたします。お持ちでない場合はご相談ください。） 

 
 

3. フェスティバルのスポンサー料お支払いについて 
 

a. スポンサーにお申込みされた方は 2022 年 4 月下旬までに以下の口座へスポ

ンサー料をお振込みください。 

 

口座番号 : 三井住友銀行 つきみ野支店 普通口座 7040546 

カンボジアフェスティバル実行委員会  

 

b. 振込手数料はご負担ください。また振込後の返金はいたしません。 

c. 上記期日までにお振込みができない場合、事前にご相談をお願いします。 

 

※ 新型コロナウイルス感染状況と都の方針をふまえ、主催者側でフェスティバルの中止を判断した

場合は、ご希望に応じてスポンサー料は全額払い戻し致します。ただし、各出店者側での事前の発

生費用（食材費、交通費、宿泊費等やそのキャンセル費用）は負担しかねますので、あらかじめご

了承ください。 

 

mailto:info@cambodiafestival.com


カンボジアフェスティバル 写真 (参考：2019 年開催) 

  

開会式記念撮影                 開会式セレモニー 

 

   

カンボジア伝統舞踊          カンボジアアーティスト 

 

  

会場風景                          閉会式後 記念撮影 



カンボジアフェスティバル2022 ご協賛特典
①

ブース提供

(ご希望者のみ、
ブースサイズは
出店要綱記載）

②

会場内に
チラシ等の
販促物の設置

③

開会式
ご招待

(交流会含む)

④

パンフレット
/ ポスターに
ロゴ掲載

⑤

パンフレット
に広告掲載

(ご希望者のみ)

⑥

スポンサー
バックパネル
にロゴ掲載

⑦

メイン
ステージに
ロゴ掲載

⑧

ホーム
ページに
ロゴ掲載

⑨

メイン
ステージ
告知

(ご希望者のみ)

オフィシャル
スポンサー

50万円×1口より

2ブース
(テント1張) ○ 5名 〇(大) 〇(大) 〇(大) 〇(大) 〇(大) 〇

ゴールド
スポンサー

30万円×1口より

1ブース
(テント1/2張) ○ 3名 〇(中) 〇 〇(中) 〇(中) 〇(中) 〇

シルバー
スポンサー

10万円×1口より
× 〇 2名 〇(小) × ○(小) × 〇(小) ×

ブロンズ
スポンサー

5万円×1口より
× × 1名

テキスト文字
にて社名のみ

を掲載
× × ×

テキスト文字
にて社名のみ

を掲載
×

ご協賛の
特典

内容



①ブース提供(企業用ブース)

・オフィシャル２ブース (テント 1張相当)
・ゴールド １ブース (テント1/2張相当)

協賛特典として提供いたします。
出店詳細は、ブース出店概要をご覧ください。
規約等はブース出店概要に準じます。

ブース出店概要ページ
http://cambodiafestival.com/booth.html

②会場内にチラシ等の販促物の設置
（本部ブースにて予定）

http://cambodiafestival.com/booth.html


③開会式ご招待(交流会含む)

初日（5月3日）に開会式を行います。
カンボジア伝統舞踊やカンボジア料理のブッフェを堪能
いただけます。
※感染症の状況により縮小もしくは中止の可能性がございます。

④パンフレット/ ポスターにロゴ掲載
当日配布パンフレット/事前告知ポスターにロゴを
掲載いたします。

⑤パンフレットに広告掲載(ご希望者のみ)

当日配布パンフレットに広告記事をご掲載いただけます。
ご希望がありましたら、画像や文章などのご準備を
お願いします。
(簡単な校正などのお手伝いはさせていただきますが、
可能な限り掲載物のご準備をお願いします。)

掲載サイズ（変更の可能性もございます。）

オフィシャルスポンサーA4 1/2紙面
ゴールドスポンサー A4 1/4紙面

2018 年
作成事例



⑥会場内に設置するスポンサー
バックパネルにロゴ掲載

記念撮影用のバックパネルとして設置します。
(但し協賛金総額が100万円を越えた場合のみ設置といたします。)

⑦会場ステージにロゴ掲載

メインステージ脇に企業ロゴを設置します。
予定設置サイズ
オフィシャルスポンサー 120cm×240cm

ゴールドスポンサー 90cm×180cm

2019 年
作成事例

2019 年作成事例



⑧ホームページにロゴマーク掲載

⑨メインステージ告知(ご希望者のみ)

貴社事業や出店ブースエリアのご紹介が可能です。
告知はご希望者様にてお願いします。
お時間は約3分/回、1日2回程度を想定しています。

2018年度HP掲載事例
(スマホ画面イメージ)

2018年度ステージ
出演イメージ


