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さぬき映画祭2017 サポーター企業様　資料 

はじめに 

さぬき映画祭2017　企業サポーターのお願い 

私、本広克行が2013年にディレクターに就任し、 
今回で5年目となりました。 
今年以上の更なる集客と、末永く続く映画祭を 
目指して参ります。 

日頃から「さぬき映画祭」にご支援・ご協力いただき、誠にありがとうございます。
おかげさまで、「さぬき映画祭」は前回で10周年を迎えることができました。

11年目となる今回も、多彩なコンテンツをご用意し、
著名な監督の方々をお招きし、映画にまつわるエピソードをお話頂くティーチインや、

前回に引き続き演劇の舞台上演が決定、そして、『香川県で本当にあった面白い話』のショートムービーで競う
『さぬきストーリー・プロジェクト』のコンペティションなど様々なイベントを開催予定です。

そんな映画祭11年目を盛り上げるため、ご支援、ご協力のほど、よろしくお願い致します。

－ 映画上映  － トークイベント 
－ ゲストトーク  － ゲストライブ 
－ 舞台上演 
－ 『さぬきストーリー・プロジェクト」コンペ 
－ うどんツアー 

実施内容(予定) 映画祭ディレクター　本広克行 

開催期間 2017年 2月10日(金)　～　2017年 2月12日(日) 
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さぬき映画祭　過去実績 

会場 
上映作品数 

ゲスト 

延べ来場者　8262人 

4 箇所 
86　本 
77　名 

2014年― 

会場 
上映作品数 

 
ゲスト 

延べ来場者　8571人 

5 箇所 
134 本 
 
89　名 

2015年― 

会場 
上映作品数 

 
ゲスト 

延べ来場者　12462人 

7 箇所 
159 本 
 
104　名 

2016年― 

※内 ショートムービー94本含む 

2013年本広克行氏ディレクター就任以降、毎年開催規模を拡大。 
来場者数も年々増し、昨年は県外サポーターも数多く獲得するなど、 
県内外たくさんの方から愛される映画祭へと成長してきました。 
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※内 ショートムービー64本含む 
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サポーターメニューのご提案 

サポーターとなって頂ける企業様に、以下のメニューをご用意致しました。 

	  ¥5,000	 ４つのメニューでご支援をお願いしております。 

サポーターの皆様には、映画祭をお楽しみいただける特典内容が満載です。 

 メニュー① 

〜	 	  ¥1,000,000	

 
5,000円 

 
５0,000円 

 
500,000円 

 
1,000,000円 

 メニュー② 

 メニュー③  メニュー④ 
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サポーター特典一覧 

❶公式	
　パンフレット	

❷映画鑑賞 	
    引換券	
（１枚:５００円相当）	

❸HPお名前	
　　ご紹介	

❹差込チラシ	
　お名前掲載	

❺劇場にて上映前　　	
　ご紹介アナウンス	

❻企業様	
　　CM上映	

❼オープニング	
   パーティー	
   ご招待券(2/10)	

❽交流会参加	

   (参加費 別途)	
  (2/11)	

メニュー①	

	
5千円	

1冊 まで	 4枚	 サイズ小	 参加可能パス1枚	
参加費¥5,000	

メニュー②	
	

5万円	
1冊 まで	 20枚	 サイズ小	 サイズ小	

上映前スクリーン	
掲載および	
　「ご覧のサポーター」と
して紹介	

1名 まで	 参加可能パス２枚	
参加費¥5,000	

メニュー③	

	

50万円	
10冊 まで	 100枚	 サイズ中	 サイズ中	

上映前スクリーン	
掲載および	
1社ごとの企業名	
読み上げ	

15秒・CM 1回	 10名 まで	

	
	
参加可能パス10枚	
参加費¥5,000	
	

	
	

メニュー④	

	

100万円	
20冊 まで	 200枚	 サイズ大	 サイズ大	

上映前スクリーン	
掲載および	
１社ごとの企業名	
とキャッチコピー	
読み上げ	

15秒・CM 2回	
または	
30秒・CM 1回	

20名 まで	 参加可能パス20枚	
参加費¥5,000	

※サポーター特典は2017年 1月末までにご登録いただいた企業様に限ります。 

サポーター特典一覧 
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サポーター特典 詳細 ①② 

＊画像はさぬき映画祭2016時のものになります。さぬき映画祭2017版は現在制作中です。 

① 公式パンフレット の贈呈 

映画祭の概要・作品情報を載せた特別冊子 
 
サイズ：A5 
 
内　容：◉全ての上映作品のあらすじ、 
　　　　　スタッフ・キャスト詳細 
　　　　　例：2015年版　ー　96ページ 
　　　　　　　2016年版　ー 108ページ 
 
　　　　◉トークイベント、舞台等の 
　　　　　概要・詳細 
 
　　　　◉サポーターの皆様のお名前・ロゴ掲載 
 
 
 
※　口数に応じ、冊数は異なります。 
　　 映画祭開催期間中、作品上映会場にて、 
　　公式パンフレット引換券と引換になります。 
 

② 映画鑑賞チケット の贈呈 

映画祭鑑賞チケット購入に使用できる引換券です。 
 
金　額：５００円相当 
使　用：映画祭にて上映される作品、イベントの 
　　　　　鑑賞チケット購入にご利用いただけます。 
　　　　 
※口数に応じ、枚数は異なります。 
　 おつりのお戻しはできません。 
※映画祭鑑賞チケット購入に使用できるもので 
　あり、ご希望の作品の入場を保証するものでは 
　ありません。 
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サポーター特典 詳細③ 

サイズ 大 サイズ 中 サイズ 小 

※2016年開催時掲載例 

③ 公式ホームページにて、サポーター企業様のお名前を掲載いたします。(ご希望者のみ）　 
 
※ 口数に準じて、お名前表記サイズが異なります。表記サイズのご確認はサポーター特典一覧表をご参照ください。 
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サポーター特典 詳細④ 

④会場等で配布するプログラムへの差込みチラシに、サポーター企業様のお名前を掲載。  
　(ご希望の方のみ）　 
 
※ 口数に準じて、お名前表記サイズが異なります。表記サイズのご確認はサポーター特典一覧表をご参照ください。 

＊2016年開催時の掲載例　(レイアウト,サイズ等変更になる場合がございます)  

◉企業名を、上段にて掲載

◉最も目立つ大きさで、
　ロゴ掲載 または タイピング記入 

◉企業名を、中段にて掲載

◉ロゴ掲載 または タイピング記入 

◉企業名を、下段にて掲載

◉タイピング記入

サイズ大 

サイズ中 

サイズ小 
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サポーター特典 詳細⑤⑥ 

複数企業サポーター並列でナレーションにて 
「ご覧の企業サポーター様」 

一社ごとに企業名の読み上げ　　例：「百十四銀行様」 

企業ごとキャッチフレーズ付　 
例:「いい出会い、ふくらむ未来、百十四銀行様」 

様 

＊画像はイメージです。(デザイン等変更になる場合がございます)  

⑤ 劇場にて、上映前のご紹介 
　 サポーター企業様のお名前をアナウンス　 
	
※ 口数に準じて、アナウンス内容が異なります。 

⑥ 劇場にて、CMの上映　 
	
※ 口数に準じて、CM上映回数または尺が異なります。 

企業サポーター様の
既存のCM 
15秒or30秒を上映 

メニュー②の場合	

15秒 CM １回上映 

15秒 CM  2回上映 
または 
30秒 CM  1回上映 

＊画像はイメージです。  
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メニュー③の場合	

メニュー④の場合	

メニュー③の場合	

メニュー④の場合	



さぬき映画祭2017 サポーター企業様　資料 

サポーター特典 詳細⑦⑧ 

＊チケットはイメージです。 

⑦ オープニングパーティーへのご招待 ⑧ 交流会へのご参加 
特典送付時に同封いたしますサポーターパスの提示による、 
交流会参加が可能です。 
上映作品の監督や出演者等のゲストと共に、 
お食事をお楽しみ頂けます。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(参加費別途) 

＊イメージは2016年開催時のパス(一例)です。 
　2017年版は現在制作中です。 

映画祭初日のオープニングパーティーへご招待いたします。 
限られたサポーターの方々のみご参加いただける特別な 
パーティです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(参加費 無料) 

※ 口数に準じて、参加可否または、参加可能人数が異なります。 ※口数に応じて、参加可能人数が異なります。 
1名～最大20名をご招待 1名～最大20名様にご参加いただけます。 
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