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摂大祭とは、10月半ばに摂南大学の寝屋川キャンパスで行われる学園祭です。
2019年度の第45回摂大祭のテーマは「BIG WAVE」になりました。「BIG WAVE」とは、『大波・高波』

のほか『大いに勢いづいている』や『流行やその兆し』という意味があります。昨年度は最も多くの方に
来場して頂き、成功を収めることができました。その成功の波に乗り、さらに勢いづいた学園祭を築き
上げるという意味を込めて「BIG WAVE」にしました。
毎年、在学生や卒業生、高校生、中学生、小学生や小さなお子さんなど地域の方々も多数訪れるの

で、来場者の年齢層は広範です。

２

昨年度は約1万人以上の集客に成功しました。今年度は来場者数1万5千人を目指しています。
私たちは「BIG WAVE」というテーマにのっとり、昨年よりも斬新で新たな視野を取り入れ、大幅にパ

ワーアップした摂大祭を作り集客に繋げたいと考えています。

サークルや部活動など約60団体による模擬店、寝屋川キャンパスの学生や教授が多数参加する各
研究室の研究成果や技術展示などのアカデミックな企画、有名アーティストによるライブ、摂南大学生
が参加する大目玉企画「セツコレ」など非常に多くの企画が行われる学園祭となっています。毎年、豪
華企画のビンゴ大会やフェイスペイント、コスプレ大会などの企画、ヒーローショーなども行なっています。

１-１、摂大祭とは

基本情報

来場者数

内容



１-２、本年度の注目企画

３

摂大祭では毎年アーティストをゲストとして招き、ライブを行います。
毎年1500人以上の来場者に楽しんで頂いている摂大祭のメインイベントです。今年は摂大祭最終日である
10月14日（月・祝）に行われます。
プロのアーティストによるパフォーマンスを間近で見られることもあり、注目されています。

アーティストライブ

セツコレ

2012年度 第38回摂大祭にて企画をスタートしました。
Setsucolle(セツコレ）の正式名称はMs.&Mr. UNIVERSITY of SETSUNAN COLLECTIONと言い、多くの
方に親しみを持って頂くためにセツコレという愛称を公式に採用しています。摂南大学生を対象とし、摂
南大学のMs. Mr.グランプリを決める企画となりました。
また、関西でも数少ない大学公認のミス・ミスターコンテストであり話題性があります。

Setsu Rock

主にライブハウスなどで活動しているインディーズバンドをゲストとして招き、演奏をしてもらいます。
ライブの観覧は無料となっており、多くの方に楽しんで頂けるステージとなっています。
また、こちらはアーティストライブとは異なり、野外の特設ステージで行われます。
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２-１、パンフレット広告協賛

概要

約5000部程度作成し、学校近辺の商店や企業、自治体、当日の正門受付などで無料配布します。
当日は正門での入場のみになっており、正門受付で配布するため、全ての来場者の手に渡ります。例年全て配布し
ており、余って処分されることはありません。

１、摂南大学生・院生

約2000部は摂南大学生・院生に対して配布されます。1〜4回生・大学院生と幅広い「摂南大学生」にアピールすることができます。
旅行・自動車学校・資格・書籍などの企業様や12月から始まる就職活動へ向けて、一足先に自社をアピールしたい企業様など大学生・大学
院生を対象にしている企業様におすすめです。

２、小学生・中学生・高校生

約1000部は小中高生に配布されます。10月開催ということで、高校生は学校見学も兼ねて来場します。
また、小学生や中学生も例年多く来場されますので、彼らに向けた広報効果が期待できます。
学習塾や家庭教師、その他習い事などの企業様におすすめです。

３、一般来場者

約2000部は一般来場者に配布されます。摂南大学生・院生・小中高生の保護者や関係者も一定数摂大祭に訪れる傾向が予想されます。
他大学からの来場者には摂南大学生・院生向けの企業様、保護者に対しては小中高生向けの企業様がおすすめです。
また、その他一般来場者に対してアピールしたいという企業様にもおすすめです。
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２-１、パンフレット広告協賛

締切と注意

申込書提出締切：8月13日（火）
広告データ提出締切：8月13日（火）
仕上がりは、お送り頂いた画像ファイルに1mmの黒枠を付けた状態になります。
原稿は周囲に2mmずつ塗り足してください。（右図）
※原稿がモノクロの場合、刷色が黒以外になる可能性があります。

代金のお支払い方法は銀行振込のみとさせて頂きます。入稿後、パンフレット完成品と合わせて請求書をお送り致します。
請求書に記載されている期日までにお振込ください。（振込口座番号などは請求書に記載致します）

2mm

仕上がり

原稿

番号 サイズ 縦×横（cm） 値段

1 裏表紙 21×14×2 ¥70,000 

2 裏表紙裏 21×14 ¥50,000 

3 中頁1P 21×14 ¥24,000 

4 中頁2/3P 13×13 ¥16,000 

5 中頁1/3P 6.4×13 ¥8,000 

6 中頁1/6P 6.4×6.4 ¥4,000 

広告料金表

その他、ご不明な点がありましたらp.11連絡先までご連絡ください。
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２-２、セツコレ広告協賛

締切と注意

申込書提出締切：8月13日（火）
広告データ提出締切：8月13日（火）
仕上がりは、お送り頂いた画像ファイルに1mmの黒枠を付けた状態になります。
原稿は周囲に立て看板1cm、バナー2cmの余白を付けてください。

代金のお支払い方法は銀行振込のみとさせて頂きます。
請求書をお送り致しますので、記載されている期日までにお振込ください。（振込口座番号等は請求書に記載致します）

バナー

2cm

仕上がり

原稿

セツコレ広告料金表

※セツコレ上演時に掲示させて頂きます。 ※SNS、ホームページで紹介します。
その他、ご不明な点がありましたらp.11の連絡先までご連絡ください。

番号 内容 バナーサイズ 縦×横（mm） 値段

7 バナーのみ 841×1189 ¥3,000

8 バナー＋パンフレット掲載 841×1189 ¥4,000

9 バナー＋パンフレット掲載＋紹介文 841×1189 ¥5,000



２-３、ブース出店協賛

ブース出店

摂大祭当日、学内に企業ブース出店エリアを設けます。
ブースの出展場所は、先着順で決めさせて頂きます。
企業様には、自社のブースで商品の販売やサンプリングの配布、CMの放映など来場者への広報活動をして頂くことができます。
なお、ブース出店に必要なものは企業様のご用意して頂きますが、机や椅子などの備品に関しましては、こちらで準備することも可能
ですので、その旨をお伝えください。
出店の際は、指定された範囲（縦360cm×横540cm）での出店をお願いします。

出店料金表

番号 形式 縦×横（cm) 値段

10 企業ブース 360×540 ¥20,000/1日

11 ¥40,000/2日

12 ¥50,000/3日

7

申込書締切：7月5日（水） 誓約書締切：7月5日（水）
申込書につきまして、ご連絡を頂いた上で摂大祭実行委員会よりお渡しさせて頂きます。
代金のお支払いは銀行振込のみとさせて頂きます。摂大祭終了後、請求書をお送り致します。
請求書に記載されている期日までにお振込ください。（振込口座番号等は請求書に記載致します）
その他ご不明な点がございましたら、p.11の連絡先までご連絡ください。
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２-４、物品協賛

概要

摂大祭では、金銭だけでなく使用する物品の多くを「物品協賛」という形でご提供頂いております。
頂いた物品は、当委員会が主催する来場者に向けたステージ企画やスタンプラリーの商品、委員やそれを手伝う団体の学生に支給されるなど、
幅広く利用されます。
物品協賛を頂いた場合、貴社の社名をパンフレットに掲載させて頂きます。（※１）
多くの学生・来場者が参加する摂大祭にご協力頂くことで、貴社のイメージアップにつながることと思います。

（※１） 物品協賛で掲載させて頂くのは社名のみです。
ロゴ等をお考えの企業様はパンフレットp５の＜２-１、パンフレット広告協賛＞をご参照ください。

◇自社の製品を学生・来場者に配布したい
◇新商品のサンプルや一押しの商品があるので、それを企画の目玉商品にしたい
◇委員会の理念を理解し賛同したので、物品を支援したい

等をお考えの企業様は、是非物品協賛をご検討ください。

日程等

申込書締切：8月19日（月）
パンフレット入稿後、完成したものをお送りします。
物品の受け取りですが、郵送の場合は10月1日から10月8日の間に届くようにご配慮く
ださい。これ以外の日にちへの郵送、直接引き渡しの場合は、後日こちらから日時のご
都合をお伺いします。
その他、ご不明な点がありましたらp.11の連絡先までご連絡ください。
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２-４、物品協賛

＜来場者や参加団体向け＞
お菓子、食料品、飲料、化粧品、テーマパークや水族館のチケット等
⇨参加型の企画が多く、多数の来場者に景品として配布されます。幅広い年齢層に行き渡るので、広報効果が期待できます。

電化製品（ミュージックプレイヤー等）、航空券、商品券等
⇨学生向けのイベントの目玉になります。

事前参加者募集の宣伝ポスター、当日のステージ等で「１位の商品は〇〇、２位は〇〇です」のように、大々的に紹介されます。
様々な形で多くの学生・来場者への宣伝になります。

＜委員会向け＞
食料品、飲料等
⇨委員またはそれを手伝う団体の学生に支給されます。

＜セツコレ向け＞
商品券、化粧品、アクセサリー等
⇨出場者、グランプリへの景品となります。

バナーや紹介文などでの宣伝も可能なので出場者、来場者への広報効果が期待できます。

サンプリング
⇨受付にて来場者にお渡しするお土産袋で配布されます。

ご一緒に企業様のチラシなども入れることができるため、幅広い年齢層の方の手に渡り、広報効果が期待できます。
こちらに関しましては、¥5,000の協賛金を頂いております。

※セツコレ協賛して頂いた場合、SNSでの宣伝・バナー掲載・チラシの配布などさせて頂きます。

用途



３、ご注意と申込書

申込書記入のご注意

◇申込書はp.12です。
◇「パンフレット広告＋物品」「セツコレ広告＋物品」「パンフレット広告＋ブース出店」等、複数の協賛も歓迎致します。
◇申込書は郵送またはFAXで承ります。

協賛申込みについてのお願い

協賛申込書ご記入にあたって、以下の点にご注意ください。
・社名、担当者名の欄には必ず押印をお願い致します。
・広告のデータ形式はJPEGもしくはPDFデータでお送りください。
イラストレーターのデータでお送りいただく場合、 CS3以下で保存したデータをお送りください。

・広告データのサイズは5MB以下になるようにお願い致します。5MB以上になりますとこちらで操作できない可能性があります。
・広告データが正しく出力できているかどうかの確認のため、広告データと実際に紙面に印刷したものを郵送して頂くか、FAXでお送りください。
・協賛金の支払い方法につきましては、広告掲載完了後、完成したパンフレット・その他広告を証明するものと合わせて請求書をお送り致します
ので記載されている期日までに振込みをお願い致します。

・物品協賛については、パンフレット入稿後、完成したものをお送り致します。
・必要事項をご記入頂いた「協賛申込書」は当委員会まで郵送して頂くか、FAXでお送りください。

・その他、ご不明な点がありましたら、p.１１の連絡先までご連絡ください。

１０



４、各協賛の連絡先

摂大祭実行委員会 渉外局
辻 梓
TEL:090-1906-9832
Mail：kikaku.setsucolle@gmail.com

摂大祭実行委員会 渉外局
黒崎 絢舞音
TEL:090-8529-4154
Mail:kikaku.setsucolle@gmail.com

摂大祭実行委員会 模擬局 局長
中原 汰朗
TEL:090-7553-7732
Mail:mogiten.setsunan@gmail.com

摂大祭実行委員会 渉外局
宮下 侑奈
TEL:080-8257-4941
Mail:kikaku.setsucolle@gmail.com

摂大祭実行委員会 渉外局 局長
鵜飼 淳希
TEL:090-6828-5823
Mail:kikaku.setsucolle@gmail.com

１１

パンフレット広告協賛 セツコレ広告協賛

ブース出店協賛 物品協賛

ご注意と申込書について
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◇◇◇◇◇◇◇第45回摂大祭 協賛申込書◇◇◇◇◇◇◇

社名 御担当者名

御担当者様メールアドレス

URL

御住所

電話番号 FAX番号

以下の形式で第45回摂大祭に協賛します。

(A) 物品協賛

１、協賛品目

２、協賛品の引渡し方法
□郵送 □直接

３、備考

(B)パンフレット広告・セツコレ広告・ブース出店協賛

１、協賛方法
□パンフレット広告 □セツコレ広告 □ブース出店

２、希望する協賛番号

３、広告データの引渡し方法（5MB以上の場合は郵送してください）
□郵送 □メールに添付

４、備考

印 印様

〒


