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※本資料では「LGBT」という表現を使用する部分がありますが、ゲイ・レズビアン・バイセクシャル・トランスジェ
ンダー/トランスセクシュアル以外の性的マイノリティ（アセクシュアル、Xジェンダー、クエスチョニング、ノンバイ
ナリー、クィアなど）をも含む語として使用しています。
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はじめに

この度、北海道札幌市にて2021年9月に、LGBT（レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダーの略。
性的マイノリティの総称）のプライドパレード「さっぽろレインボープライド」の開催が決定いたしました。
さっぽろレインボープライド実行委員会は、2013年まで17年間に渡り日本のLGBTパレードを牽引した「レイン

ボーマーチ札幌」の活動を引き継ぐ団体として、2018年に立ち上がりました。今年のパレード開催は、当団体とし
て4回目にあたります。
昨年のさっぽろレインボープライドは、コロナ禍という困難な状況であり、全国的にも各地のパレードが中止な

どの苦境に追い込まれる中で、徹底した感染対策を実施したうえで無事に開催することができました。339名の方が
パレードをともに歩き、70以上の企業・団体の皆様からご支援、ご協力をいただきました。例年より規模縮小のか
たちをとりながらも、札幌、ひいては日本のLGBTムーブメントに、ひとつの足跡を残せたのではないかと自負して
おります。
LGBTの権利保護はすこしずつ進んできています。札幌市では、国内でも6番目、政令指定都市としては初となる

パートナーシップ宣誓制度が2017年6月1日に始まり、今年で5年目を迎えます。2015年の渋谷区における制定か
ら、パートナーシップ制度は全国に広がり、日本では60を超える自治体が導入しているという現状があります。同
時に、LGBTに関する課題は、依然多く存在しています。昨年10月からは、LGBT差別禁止法の早期制定を求める署
名キャンペーンが「#EqualityActJapan」の名のもと、大々的に行われています。また、国として同性婚の実現を
求める人々が「#MarriageForAllJapan」と銘打って全国各地で立ち上がり、現在当事者が法廷での闘いを進めてい
ます。このように、LGBTの問題は、一つの社会問題として現在大きな注目を集めるに至っており、今後さらにその
流れは加速していくと予想されます。そして、その社会的な変化とともに、今年４回目となるさっぽろレインボー
プライドも、開催に向けて動いていく所存です。
この度も、皆様からのご支援を力に、札幌市がどんな人にとっても自分らしく生きられる街になるよう、全力で

運営を行ってまいります。つきましては、皆様からのあたたかいサポートを是非ともお願いしたいと考えておりま
す。ご検討のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

さっぽろレインボープライド実行委員長 柳谷由美
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複数の申し込みも可能です。また、上記以外にもクラウドファンディングも開催する予定です。
クラウドファンディングでのご協賛につきましてもあわせてよろしくお願いいたします。

協賛内容 金額 デザイン制作料
（※希望者のみ） パレード中止時の返金対応 申込方法 申込期日

公式HPバナー広告
大 50,000円

3,000円 × メール 5/14（金）
小 30,000円

公式マガジン広告

中綴じ全面 100,000円
5,000円

全額寄付、もしくは
協賛金額の50％返金 メール 5/14（金）

半面 80,000円

1/3 50,000円

3,000円1/4 30,000円

1/6 20,000円

記事広告（New） 中綴じ全面 120,000円 - 全額寄付、もしくは
協賛金額の50％返金 メール 5/14（金）

チャリティーブース
出展

1張 50,000円
- 一部の手数料を差し引いた

金額を返金 メール 6/25（金）
½張 30,000円

サンプリング 無料 - × メール
（サンプル品は郵送） 6/25（金）

協賛金 1口 10,000円 - × メール 6/25（金）
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協賛の種類



5月14日 5月28日 6月25日 7月30日 8月13日 8月27日

公式HPバナー広告

申込締切

広告データ
入稿締切

マガジン
および
請求書送付

入金締切

領収書送付
8月13日付

公式マガジン広告

記事広告

チャリティーブース出展

申込締切サンプリング 配布物送付
締切

協賛金 入金締切

7月下旬に完成した公式マガジンと共に請求書を同封いたしますので,請求書をご確認の上、8月13日（金）までに入
金をお願いいたします。
※領収書、請求書の日付についてご希望がございましたら別途ご相談ください。

：協力いただける企業・団体・個人の皆さまにご対応いただく箇所
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協賛の流れ

：当団体にて対応する内容



協賛の種類 ① ～ 公式ホームページバナー広告 ～

※広告デザインを希望される場合は別途3,000円にて申し受けます。そ
の場合、5月14日（金）までに貴社のロゴやデータ、掲載文章データを
srp.sponsor@gmail.comへお送りください。

掲載期間 2021年7月1日（木）～2022年2月28日（月）

バナーサイズ （大）234px × 60px 50,000円
（小）120px × 60px 30,000円

（右の画像はスマートフォンにおける掲載例。レイアウトは変更される可能性があります。）

申込締切 2021年5月14日（金）

データ入稿先 JPEG・PNGデータにてsrp.sponsor@gmail.com
へ 、5月28日（金）までにお送りください。

広告デザイン（ご希望の方のみ） 3,000円
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●1/3、1/4、1/6 ➡ 3,000円
●半面、全面 ➡ 5,000円

広告デザインを希望される場合は別途上に記載しております金額にて申し受けます。その場合、5月14日
（金）までに貴社のロゴやデータ、掲載文章データを上記メールアドレスへお送りください。
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協賛の種類 ② ～公式マガジン広告～

発行部数 10,000 部

体裁（予定）：A5サイズ二つ折り（中綴じ）、フルカラー光沢（コート）紙、40～60ページ
内容（予定）：ガイドブックには広告の他に、パレード開催概要、道内市長からのメッセージ、

道内のLGBT関連情報、その他特集記事など。

発行予定日 2021年7月下旬

配布先 パレード当日会場/行政機関/全国のLGBT関連NPO団体・飲食店・店舗など

広告データ入稿先 JPEG・PNGデータにて srp.sponsor@gmail.com 
へ 5月28日（金）までにお送りください

広告デザイン（ご希望の方のみ）



公式マガジン広告協賛 広告サイズ、および料金

中綴じ全面サイズ：H210/W148(裁ち切り)
¥100,000

半面サイズ：H99/W142
¥80,000

1/4サイズ：
H99/W70
¥30,000

1/6サイズ：
H66/W70
¥20,000

1/3サイズ：H64/W142
¥50,000

デザイン制作ご希望の場合の料金
¥3,000（1/3、1/4、1/6広告）
¥5,000（半面、全面広告）
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当団体の実行委員によるインタビュー
形式にて記事広告を掲載いたします。

また、インタビュー内容につきまして
は以下の媒体に掲載することも可能で
す。

・公式HP
・公式YouTube

中綴じ全面サイズ

H210/W148（裁ち切り）

120,000円

限定：3社
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協賛の種類 ③
～ 公式マガジン記事広告 ～



パレード当日特設会場におけるブース出展

サ イ ズ ：1張（間口360ｃｍ×奥行270ｃｍ）
付帯設備 ：机2台（180ｃｍ×60ｃｍ）、椅子4脚、3方面が横幕に覆

われます。
料 金 ：50,000円

6月25日（金）

サ イ ズ ：1/2張（間口180ｃｍ×奥行270ｃｍ）
付帯設備 ：机1台（180ｃｍ×60ｃｍ）、椅子2脚、3方面が横幕に覆われます。
料 金 ：30,000円

※1/2張は、1張のテントを
半分に区切り使用いたします。

※ブース出展の詳細（スケジュールや概要）につきましては別途個別にご案内いたします。

机（1台につき） ：2,000円
椅子（1脚につき） ：1,000円
電源（5KVA/5000W 1台）：20,000円

９

協賛の種類 ④ ～チャリティブース出展～

ブースサイズ①

ブースサイズ②

申込締切

追加品について



チャリティブース 出展内容
■開催場所：札幌市中心部

■運営時間（予定）
11：00～12：00 準備時間（この時間内にブースの準備が可能です）
12：00～17：00 イベント開催時間
17：00～18：00 片付け時間（18時には完全撤収ができるようご協力をお願いいたします）
※車両の搬入はできませんので、物品搬入の際には最寄りの駐車場をご利用ください。

■出展条件
・当団体にて許可を受けた団体
・LGBTをはじめとする多様な性にフレンドリーな団体

■出展ルールおよび禁止事項
・ブース内では、企業・団体様の宣伝、無料サンプル等の配布、アンケート実施、物販等での使用が可能です。
・出展者は、出展時に関連した事故・苦情に対して、すべての責任を負うこととします。
・テントなどレンタル備品を破損した場合は、弁償していただきます。
・出展の際に出たゴミは全てお持ち帰りください。
※飲食物につきましては、無加工・未開封のものに限ります。

■免責事項
・会場内における手荷物、出展物の保全については、万一の火災、盗難、紛失、その他の事故による負担
および賠償の責任を、当団体は負わないものとします。

・当団体は台風や伝染病などにより、このイベントの内容を変更・中止する場合があります。
その場合、お振込みいただいている出展料に関しては、一部の手数料を差し引いた金額をご返金します。
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協賛の種類 ④ ～チャリティブース出展～



パレード当日のブース内にて貴社の製品等を主催スタッフが配布いたします。
※数量、内容物につきましては個別にご相談ください。

お申し込み後にご連絡いたします。
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協賛の種類 ⑤ ～ サンプリング ～

申し込み方法 srp.sponsor@gmail.com までご連絡ください

申込締切 6月25日（金）

配布物送付先



パレード当日運営費用として、協賛金のご賛助をお待ちしております。

１２

協賛の種類 ⑥ ～ 協賛金 ～

金額 1口 10,000円

振込先 お申し込み後にご連絡いたします。

申し込み方法 srp.sponsor@gmail.com までご連絡ください。



■悪天候、地震、伝染病等の不測の事態によって、やむなくイベントが変
更または中止となる場合がございます。予めご了承ください。

■イベントが変更または中止となる場合は、公式ホームページやSNS上で
お知らせいたします。

■パレード行進が中止時の協賛金の扱いについては以下のとおりです。

・バナー広告、サンプリング、協賛金 : 返金対象外

・公式マガジン広告：
「全額寄付」もしくは「協賛金の50％を返金する」よりお選びいただけます。

・ブース出展 : 一部の手数料を差し引いた金額を返金
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開催にあたっての注意事項



さっぽろレインボープライドでは様々な企業・団体様との繋が
りを大切にしたいと思っております。

さっぽろレインボープライドへの協賛やご協力以外のご相談な
どにも対応させていただきますので、お気軽にご連絡をいただ
けますと幸いです。

１４

お問合せ窓口

MAIL srp.sponsor@gmail.com

各種お問い合わせは、こちらのメールアドレスまでお願いいたします。




