2017年 3月19日(日) ANAクラウンプラザホテル神戸

第11回 ホープ
チャリティー
ディナー

H PE GALA
ご協賛のお願い
世界の貧困状態にある人々への自立支援、社会意識を高める
ことを目的とした第11回関西ホープ・チャリティーディナー
を、2017年もANAクラウンプラザホテル神戸のご協力のもと
開催いたします。
今回は、エチオピア南部で実施された水供給事業で安全な
水を得て、自立のきっかけをつかんだ女性たちの今を皆様に
ご紹介いたします。彼女たちのように貧困の連鎖を断ち切り
自立を目指すには、皆さまのご支援が必要です。当団体の
活動にご理解・ご協力くださいますようお願い申し上げます。

チャリティーディナー共同実行委員長
デーヴィッド・サイラッド
(エー・ケー・アイ・ジャパン株式会社

チャリティーディナー共同実行委員長

代表取締役)

田中 みどり

(Venus Rose Association

代表)

2017年スポンサーシップの種類と内容
スポンサーシップの約40%が当団体(認定NPO)への寄付となり税制上の優遇措置が受けられます。
個別チケット(ウェルカムドリンク•お食事付)は一枚31,500円にてご購入いただけます。参加には事前予約が
必要となります。イベントで行うオークションや抽選会への賞品をご提供いただける際はご連絡ください。
イベントスポンサー

945,000円

コーポレートスポンサー

テーブルスポンサー

サポートスポンサー

小口スポンサー

498,750円

295,000円

105,000円

59,000円

会場最前列中央に御社専用
テーブル(10席)をご用意

ステージ付近に御社専用
テーブル(10席)をご用意

お食事•飲み放題付き
御社ロゴをステージ上に表示
会場内に展示スペースをご用意

お食事•飲み放題付き
御社ロゴをステージ横に表示
会場内に展示スペースをご用意

(詳細は別途相談)
会場向け印刷物等最上段に

(詳細は別途相談)
会場向け印刷物等に御社

御社ロゴを表示
会場内メインスクリーンにて
御社ロゴをご紹介

ロゴを表示
会場内メインスクリーンにて
御社ロゴをご紹介

御社専用テーブル

お食事•飲み放題付きで

(10席)をご用意

2席をご用意

お食事•飲み放題付き

会場向け印刷物等に

会場向け印刷物等に

御社名を表示

御社名を表示

会場内メインスクリーン

会場内メインスクリーン

にて御社名をご紹介

お食事•飲み放題付きで
2席をご用意
会場向け印刷物等に
御社名を表示

にて御社名をご紹介

2016年度にご協力いただいたスポンサー
コーポレートスポンサー（株）オークローンマーケティング（ショップジャパン）
テーブルスポンサー ANA CROWNE PLAZA KOBE・en world Japan・FEW Kansai・H&R Group・UCC上島珈琲株式会社・株式会社 アーバンプロジェクト・
日本イーライリリー株式会社

サポートスポンサー ミセス・ヒロコ Mrs. Hiroko
小口スポンサー

お問い合わせ先

Cezars International K.K.・Sonja Stoikovska・Venus Rose Association・株式会社 アークコーポレーション・天音庵・株式会社 Angelica・海徳 美子・
有限会社 木村デザイン研究所・株式会社 サンプランニング・株式会社 青彰グループ・株式会社 ビーライト・株式会社 プレスコーポレーション・
株式会社 みつば電気・ミヤモトエンジニアリング株式会社・株式会社 ユー・エス・ジェイ・（株）ラルジュ・株式会社 ワールドスタイル

(認定NPO法人) ホープ・インターナショナル開発機構
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-16-2 神谷ビル2F

Tel: 052-204-0530 Fax: 052-204-0531

ウェブサイト : www.hope.or.jp
メール : dinners@hope.or.jp

SUNDAY MAR.19, 2017 ANA CROWNE PLAZA KOBE

THE 11TH
A NNUAL

H PE GALA
Dear Friend of HOPE
It is our pleasure to invite you to join us at the
11th Annual HOPE Gala in Kansai. This year,
we will feature the remarkable story of the
women in southern Ethiopia. Having received
access to clean water in 2016 as the result of
HOPE’s work, these women now have a real
chance of becoming self-reliant.
In partnership with our host, Thomas Mayrhofer
of the ANA CROWNE PLAZA KOBE, we are
planning a fun and meaningful evening.
We look forward to welcoming you as a sponsor.
David Syrad Gala Co-Chair
(A.K.I. Japan Co Ltd., Managing Director)

Midori Tanaka Gala Co-Chair
(Venus Rose Association, President)

2017 SPONSORSHIP OPPORTUNITY
Approximately 40% of sponsorship will be considered donation to HOPE-JP, a Nintei NPO, and thus tax deductible.
Although the event is by “invitation only” and prior reservation required, a limited number of individual tickets are available
for purchase at 31,500yen (including dinner and welcome drink). If you are interested in donating a prize, please contact us.

EVENT SPONSOR

CORPORATE SPONSOR

TABLE SPONSOR

SUPPORT SPONSOR

Premium seating at a table
for ten guests at the event
Dinner and drink package
Company logo over the stage
Display space at the venue
(details to be discussed)
Top tier placement of logo on
printed material
Company recognized on main
screen during the event

Second tier table placement
for ten guests at the event
Dinner and drink package
Company logo on the side of stage
Display space at the venue
(details to be discussed)
Second tier placement of logo
on printed materials
Company recognized on main
screen during the event

Third tier table placement
for ten guests at the event
Dinner and drink package
Third tier placement of company
name on printed materials
Company recognized on
main screen during the event

Two tickets to the event
Dinner and drink package
Fourth tier placement of
company name on printed
materials
Company recognized on main
screen during the event

945,000YEN

498,750YEN

295,000YEN

105,000YEN

KOGUCHI SPONSOR
59,000YEN

Two tickets to the event
Dinner and drink package
Fifth tier placement of
company name on printed
materials

Special Thanks to our 2016 Sponsors!
CORPORATE SPONSOR Oak Lawn Marketing, Inc. (Shop Japan)
TABLE SPONSORS

ANA CROWNE PLAZA KOBE・en world Japan・FEW Kansai・H&R Group・UCC上島珈琲株式会社・株式会社 アーバンプロジェクト・
日本イーライリリー株式会社

SUPPORT SPONSORS

ミセス・ヒロコ Mrs. Hiroko

KOGUCHI SPONSORS

Cezars International K.K.・Sonja Stoikovska・Venus Rose Association・株式会社 アークコーポレーション・天音庵・株式会社 Angelica・海徳 美子・

Contact HOPE to
become an event
sponsor today

有限会社 木村デザイン研究所・株式会社 サンプランニング・株式会社 青彰グループ・株式会社 ビーライト・株式会社 プレスコーポレーション・
株式会社 みつば電気・ミヤモトエンジニアリング株式会社・株式会社 ユー・エス・ジェイ・（株）ラルジュ・株式会社 ワールドスタイル

HOPE International Development Agency
2F Kamiya Bldg., 1-16-2 Sakae, Naka-ku, Nagoya, Aichi Japan 460-0008
Tel: (+81) 52-204-0530 Fax: (+81) 52-204-0531

Web : www.hope.or.jp
Mail : dinners@hope.or.jp

