
期間中、仙台市内の参加店でお買い物・サービスをご利用いただいた方に、抽選で様々な賞品が

当たる年末企画です。
今年も仙台の特産品や中心部商店街共通商品券など、2,000点以上の賞品が当たります。

昨年は合計７０万枚のはがきを配布し、約２２万枚の応募数となっております。

今年で７１回目という歴史ある仙台の年末恒例行事、店頭でのお客様との交流や、自社のＰＲなどに

活用してみませんか？ 皆様のご参加や広告掲載、お待ちしております。

「2021・年末お客様感謝祭」はがき付きリーフレット
購入および広告掲載募集のご案内

本事業の内容

参加商店会および企業は、開催期間中に自店で商品のご購入やサービスをご利用いただいたお客様に対し、
日頃の感謝の気持ちを込めて参加店共通の「応募はがき付きリーフレット」を配布します。

お客様には、抽選により豪華な賞品が当たる応募はがき（リーフレットと一体）に必要事項をご記入の上、
各参加店などに設置していただく応募箱への投函または６３円切手を貼った郵送のどちらかの方法で
ご応募いただきます。

応募箱への投函ならびに郵送分の応募はがきを回収・集計後、抽選会にて当選者を決定し、賞品の発送を
行います。

はがきの応募方法

◆郵送の場合 ２０２２年１月６日（木）締切。当日消印有効。

◆応募箱の回収の場合 ２０２２年１月７日（金）締切。

※応募箱は、各参加店で設置。応募箱用のシールは無料で配布しています。

抽選会

２０２２年１月２５日（火） １４：００～ （予定）
※年末お客様感謝祭実行委員による抽選にて当選者を決定します。
当選者に対しては商品の発送をもって発表にかえることとします。

◀ 今年度（２０２１年度）リーフレットデザイン

▼ リーフレット中面イメージ ※こちらの画像は昨年度のものです。

開催期間

２０２１年１２月１日（火）～２０２１年１２月３１日（金）

10/7締切！



お客様へ「応募はがき付きリーフレット」を配布いただくにあたり、参加商店会・事業所の皆さまには
リーフレットをご購入いただきます。購入パターンは３種類です。

「応募はがき付きリーフレット」購入方法ならびに広告掲載方法

①リーフレットの購入のみの場合 （￥47,000～ ※広告枠利用時）

◆１，０００枚単位でのお申込みとなります。
※個店での申し込みに限り、５００枚単位でご購入いただけます。

◆１０，０００枚以上のご購入で、サービスとして「広告枠B」、「配布者枠」をご利用いただけます。
※１０，０００枚未満のご購入の場合は、白地となります。

②リーフレットの購入＋「広告枠A＋B」の掲載を行う場合 （￥57,900～）

③リーフレットに「広告枠A」の掲載のみ行う場合 （￥33,000～）

◆１０，０００枚以上、１，０００枚単位でのお申込みとなります。

※サービスとして「配布者枠」をご利用いただけます。

◆３０，０００枚以上、１０，０００枚単位でのお申込みとなります。

★リーフレットサイズ 縦 148mm × 横 300mm

★各広告枠・配布者枠サイズ

＜広告枠A＞ 縦 90mm × 横 90mm カラー印刷
＜広告枠B＞ 縦 45mm × 横 45mm カラー印刷
＜広告枠A＋B＞ 縦 140mm × 横 90mm カラー印刷

※商店会イベントや事業所広告、独自イベント企画等のPRにご利用できます。
（例：○月○日△△を開催、本券○枚で□□サービス、本券持参でWチャンス☆☆抽選会に参加可能 等）

＜配布者枠＞ 縦 25mm × 横 90mm カラー印刷

※商店会名や事業所名、簡単なPR等の記載が可能です。
（例：○○○○商店会、△△△△店、㈱□□□□ 等）

※画像は昨年度のものです。

※購入方法によってはがき単価が変わります。
価格詳細については裏面の価格表をご覧ください。



応募はがき付きリーフレット 価格表 （税込）

２０２１・年末お客様感謝祭 参加方法と事業スケジュール

①リーフレット購入のみ

〈広告Ｂ〉＋〈配布者枠〉

②リーフレット購入＋広告掲載

〈広告Ａ＋Ｂ〉＋〈配布者枠〉

③リーフレット広告掲載のみ

〈広告Ａ〉

該当枚数 １枚単価 該当枚数 １枚単価 該当枚数 １枚単価

200,000～ ＠2.9円 200,000～ ＠3.96円 30,000～ ＠1.10円

100,000～ ＠3.2円 100,000～ ＠4.26円

80,000～ ＠3.4円 80,000～ ＠4.47円

50,000～ ＠3.8円 50,000～ ＠4.88円

30,000～ ＠4.2円 30,000～ ＠5.28円

10,000～ ＠4.7円 10,000～ ＠5.79円

～9,000 ＠5.2円

【参加店】 ・右の申込書を１０月７日（木）までに事務局にFAXまたはメールで送付
・広告掲載の場合、期日までに広告データを事務局に送付

【事務局】 ・広告について、適宜参加店との調整を行う。

【事務局】 ・リーフレットおよび販促グッズの搬入
（１１月１５日（月）～１１月１９日（金）の期間内に搬入予定）

【参加店】 【年末お客様感謝祭 実施】
・実施期間中はお客様へリーフレットを配布する。
・店頭にて年末お客様感謝祭のPRを行う。
・応募箱（必須／形状不問）を設置し、応募はがきを収集する。
（※他店で配布された応募はがきの受け入れもお願いします。）

【実施期間中～実施終了後】
・応募はがきを事務局まで持ち込む。
（※期間終了後にまとめて、または随時持ち込みいずれも可）

販促グッズ 価格およびサイズ一覧 （税込）

販促品 価格 サイズ 材質／仕様

ポスター 無料配布 B3サイズ タテ 片面カラー －

応募箱用シール 無料配布 縦 22cm × 横 20cm －

応募はがき応募箱 １箱４５０円 高さ 22cm × 幅 20cm ×奥行 10cm 厚紙

のぼり旗 １枚７００円 高さ 180cm × 巾 45cm テトロンポンジ、３色刷り

【事務局】 ・抽選会の開催（１月２５日）、賞品の発送（２月～３月）

【2021年10月中旬～10月下旬】

【2021年11月中旬】

【2021年12月1日～31日】

【2022年1月～3月】



品 名 摘 要 申込枚数 単価（税込）

①リーフレットのみ
購入の場合

●サービス枠が利用可能な場合は
追って広告枠のデータを送付してください。

※1,000枚単位でのお申込となりますが、個店での申込に限り、

500枚単位でご購入いただけます。
※10,000枚以上のご購入で「広告枠B」と「配布者枠」をサービス枠
としてご利用いただけます。

枚

・200,000枚～ １枚 2.9円
・100,000枚～ １枚 3.2円
・ 80,000枚～ １枚 3.4円
・ 50,000枚～ １枚 3.8円
・ 30,000枚～ １枚 4.2円
・ 10,000枚～ １枚 4.7円
・ ～9,000枚 １枚 5.2円

②リーフレット購入
ならびに「広告A＋B」の掲載

する場合

●追って広告枠のデータを送付してください。
※10,000枚以上、1,000枚単位でのお申込となります。

※「広告枠A＋B」の他、「配布者枠」をサービス枠としてご利用
いただけます。

枚

・200,000枚～ １枚 3.96円
・100,000枚～ １枚 4.26円
・ 80,000枚～ １枚 4.47円
・ 50,000枚～ １枚 4.88円
・ 30,000枚～ １枚 5.28円
・ 10,000枚～ １枚 5.79円

③リーフレットに
「広告A」の掲載のみの場合

●追って広告枠のデータを送付してください。
※30,000枚以上、10,000枚単位でのお申込となります。

※「広告枠A」をご利用いただけます。

枚

１枚 1.10円

ポスター ●サイズ＞B3タテ・カラー、片面
枚

無料配布

応募箱用シール ●サイズ＞縦22×横20cm
枚

無料配布

応募はがき応募箱 ●サイズ＞高さ22×幅20×奥行10cm 材質＞厚紙
箱

１箱 450円

のぼり旗
●仕様 ＞テトロンポンジ、色→３色
サイズ＞高さ180×巾45cm

枚
１枚 700円

◆申込者・担当者について

商店会名
事業所名

参加店舗数
店

住 所 〒 TEL

代表者名
（役職名も）

FAX

担当者名
（役職名も）

担当者
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

＠

◆リーフレット・グッズの納入先について

担当企業名
（あれば）

TEL

住 所 〒 FAX

担当者名
（役職名も）

◆備考・連絡欄

リーフレットは11月15日（月）～19日（金）の期間に納品予定です。納品時期の希望などがあればご記入ください。

※印刷スケジュールの都合上、ご希望の納期にお届けできない場合もございます。恐れ入りますがご了承願います。

「２０２１・年末お客様感謝祭」 購入・広告掲載申込書

◆この用紙で「２０２１・年末お客様感謝祭」の「リーフレットと販促グッズ」のお申込みができます。

下記の必要事項をご記入の上、２０２１年１０月７日（木）までにFAXまたはメールにてお申込み願います。

なお、広告掲載原稿につきましても、１０月７日（木）までに納入いただきますようお願いいたします。

【お申込み ／ 問い合わせ先】
仙台商工会議所 中小企業支援部 地域づくり推進グループ
TEL：022-265-8184 FAX:022-217-1551 Mail：chiiki-all@sendaicci.or.jp
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