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ご提案にあたり

１００年に及ぶ歴史と絶大な人気を誇る『ツール・ド・フランス』。

サッカーワールドカップ・オリンピックと並ぶ世界三大スポーツイベントの一つとも称されるツール・ド・フランスは、

毎年７月に開催されます。約３６００ｋｍ、高低差２０００ｍ以上のコースを３週間かけて走破する世界最大のレースは、フランスを中心

とした国々のファンたちを熱狂させます。

この本場のツール・ド・フランスの名を冠し、その雰囲気をそのまま実現するのが『『『『ツールツールツールツール・・・・ドドドド・・・・フランスフランスフランスフランスさいたまさいたまさいたまさいたまクリテリウムクリテリウムクリテリウムクリテリウム』』』』です。

さいたま新都心周辺を舞台に、７月にフランスでの熱走を戦い抜いた世界トップ選手と国内主要選手たちが共に競争する夢の舞台となりま

す。

本イベントが持つブランドイメージ、かつメディア露出、プロモーション活用など、より一層戦略的なマーケティングを築くプログラム

のご提供として、自信を持ってご案内申し上げます。

なお、当イベントは、さいたまスポーツコミッションとさいたま市が連携し、さいたま市及びその周辺地域にあるスポーツ資源、自然・

都市環境などを最大限活用したスポーツイベントを実施することで、さいたま市におけるスポーツ振興や地域経済の活性化を計ることを目

的としています。

『ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム』を通じて、日本一笑顔が溢れるまちづくりに、ぜひご協力賜わりますよう、お願い申し上

げます。

＜クリテリウムとは？＞
市街地などに設定された短い距離を周回する自転車ロードレース。通
常は１km～５km程度に設定されるので、観客たちはトップレベルの選
手たちの姿を何度も応援することができます。
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【大会名称】 『２０１４ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム』

【主催】 さいたま市

【共催】 埼玉県、さいたまスポーツコミッション、さいたま観光国際協会、A.S.O. (Amaury Sports Organization)

【主管】 さいたまクリテリウム実行委員会
- 顧問：上田清司（埼玉県知事）
- 会長：清水勇人（さいたま市長）

【開催日】 ２０１４年１０月２５日（土）

【会場】 さいたま新都心駅周辺

【主要内容】 『ポイントレース（全２回開催）』
出場選手の半数ずつが、ゴールを通貨する順位により付与されるポイントを競い、８周の合計で最もポイン
トの多い選手が優勝。

『クリテリウムメインレース』
さいたま新都心駅周辺の特設コースを、全６４人（予定）の海外/国内選手が目の前でデッドヒートを繰り
広げるエキサイティングなレース。

【来場者数】 約２００，０００人（２０１３年実績）

大会概要
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コース

コースコースコースコース全長全長全長全長3103.37m3103.37m3103.37m3103.37m

さいたまるしぇ会場

サイクルフェスタ会場
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テレビ放送
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当日スケジュール(予定）
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競技・コース
さいたまスーパー
アリーナ 備考

さいたまるしぇ
（けやき広場）

サイクルフェスタ

（三菱マテリアル敷地内）時間

観覧席観覧席観覧席観覧席オープンオープンオープンオープン

1000〜1700
さいたまるしぇ
1000〜1700

サイクルフェスタ
1000〜1700

1210〜1255
選手紹介
オープニング走行

1630〜1645
表彰式

1300〜1330
ポイントレース (1) 8周

1345〜1415
ポイントレース(2)   8周

1500〜1615
クリテリウムメインレース 20周

1050〜1100オープニングセレモニー

1100～1200
一般体験走行（予定）
※参加人数 未定

1210～1255
選手紹介・オープニング走行

1455〜1700
クリテリウム
パブリック
ビューイング

1300〜1330
ポイントレース(1) 

1345〜1415
ポイントレース(2)

1500〜1615
クリテリウム
メインレース
20周

1000〜
観覧エリア開放～客入れ

1050〜1100

オープニングセレモニー

1100～1200

一般体験走行（予定）

※参加人数 未定

1455〜1700
クリテリウム
パブリック
ビューイング

日の入り 1654



FIGURE SKATINGFIGURE SKATINGFIGURE SKATINGFIGURE SKATING
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周辺イベント

さいたま新都心の象徴的存在でもあるさいたまスーパーア
リーナの中を、ツール・ド・フランスの歴史の中でも初の試
みである屋内走行コースとして駆け抜けます。
コースに接するコミュニティアリーナ内には、関係者、VIP
席、有料観覧席を設け、大型ビジョンでもレースの様子をご
覧いただけるとともに、ホスピタリティエリア等も設ける予
定です。

【開場時間】１０：００～１７：００

イメージ

選手選手選手選手エリアエリアエリアエリア

有料観覧有料観覧有料観覧有料観覧エリアエリアエリアエリア

VIPVIPVIPVIPエリアエリアエリアエリア

関係者席関係者席関係者席関係者席

プレスエリアプレスエリアプレスエリアプレスエリア

コース部分



10

さいたま新都心駅に隣接する「けやきひろば」では、協賛ス
ポンサーのブースや、地元さいたま市やフランスの地域産品
が展示・販売され、『市場（マルシェ）』のような楽しさが
演出されています。
さいたま市内の飲食店によるフードコートも出店され、南仏
風の休憩スペースで、フランスを感じることができます。

【開催時間】１０：００～１７：００

昨年実績写真
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駅の反対側で開催されるのは『サイクルフェスタ』。来場者
の皆様が楽しめるようなエンターテインメントや、各種体験
ができるエリアになります。
自転車や関連グッズの販売、協賛企業のブース出展のほか、
自転車安全教室、試乗会などが開催される予定です。
また、大画面でのパブリックビューイングでレース状況や表
彰式の模様も楽しむことができます。

【開催時間】１０：００～１７：００

サイクルフェスタ会場

ライブビューイング会場

さいたまるしぇ会場

ビジョンカー

ライブビューイング会場

レストゾーン（月の広場）

ビジョンカー

キッチンカー

病院建設現場

立ち見ゾーン（片側車線）

ライブビューイングコクーン会場

アリーナ会場（コミアリ）

三菱マテリアル

周辺イベント

昨年実績写真
※昨年度はさいたまスーパーアリーナ内にて実施
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テレビ放送

【地上波】 ●放送局：テレビテレビテレビテレビ東京系列東京系列東京系列東京系列（（（（６６６６局局局局ネットネットネットネット））））
●放送世帯数：34,932,000世帯（東京・大阪・名古屋・札幌・岡山・福岡）
●放送時間： ２０１４年１０月２５日（土）１６：００～１７：１５（予定、ディレイ放送）

【CS波/CATV】 ●放送局：JSports + JCOM
●放送世帯数：約13,000,000世帯（JSports：全国＋JCOM：札幌・仙台・関西・九州/下関・関東の各エリア）
●放送時間： ２０１４年１０月２５日（土）１４：３０～１７：３０（予定、ライブ放送）

【ローカル放送】 ●放送局：テレビテレビテレビテレビ埼玉埼玉埼玉埼玉
●放送世帯数：4,289,000世帯（埼玉エリア）
●放送時間： ２０１４年１０月中旬～１０月２４日（金）までの全１０回（各回５分）

事前PR
（全10回）

テレビ東京

JSports
JCOM

テレビ埼玉

9月 10月 10時 22時16時12時 18時14時 20時

レース

番組

大 会 当 日事 前 P R

8月7月

本大会内
告知

PR
番組

番組宣伝

事後PR

事前特番

レース中継

事後特番

（日時未定）

番組宣伝

事後
特番

11月

※赤枠の番組は、協賛パッケージに含まれる予定の番組です

※上記の放送番組、及び放送日時は全て未定です
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テレビ放送
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スポンサーシップパッケージのご案内

２０１４ツール・ド・フランス

さいたまクリテリウム

Sponsorship for
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地域地域地域地域へのへのへのへの貢献貢献貢献貢献

企業企業企業企業・・・・ ブランドブランドブランドブランド

認知向上認知向上認知向上認知向上

顧客顧客顧客顧客とのとのとのとの

関係強化関係強化関係強化関係強化
ブランドブランドブランドブランド のののの

理解促進理解促進理解促進理解促進

社会貢献社会貢献社会貢献社会貢献

スポンサードの効果



16

スポンサー・パッケージの種類

大会の冠スポンサーとして大会名に企業名が入るほか、テレビ番組
の冠スポンサーとなります。放送×イベントを最大限活用いただけ
る内容です。

会場における各施工物へのブランド露出、及びテレビ番組における
CM枠の提供により、一層のブランド理解を促進できる内容です。

コース看板におけるブランド露出を中心に、ブース設置やVIP観戦
シートなど、使いやすいパッケージです。

「サイクルフェスタ」でのアクティベーションによる商品訴求、お
よび顧客関係の強化を中心にした内容です。

「さいたまるしぇ」・「サイクルフェスタ」など、地域貢献を訴求
することのできる構成です。
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SPONSOR MERIT 冠呼称権冠呼称権冠呼称権冠呼称権

御社名
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SPONSOR MERIT 看板掲出権看板掲出権看板掲出権看板掲出権

コースバナーイメージ

＊画像は昨年実績です。
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SPONSOR MERIT メディアメディアメディアメディア

＊画像は昨年実績です。
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SPONSOR MERIT 大会制作物大会制作物大会制作物大会制作物へのへのへのへの掲出掲出掲出掲出
＊画像は昨年実績です。

＊画像はイメージです。

＊画像はイメージです。
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SPONSOR MERIT ホスピタリティホスピタリティホスピタリティホスピタリティ

＊画像は昨年実績です。
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SPONSOR MERIT アクティベーションアクティベーションアクティベーションアクティベーション

＊画像は昨年実績です。
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区分区分区分区分 項目項目項目項目 内容内容内容内容 備考備考備考備考
プレゼンティングプレゼンティングプレゼンティングプレゼンティング

スポンサースポンサースポンサースポンサー

独占権 カテゴリー独占権 他同業種を排他する権利 ○○○○

総合

ステートメント使用権 （冠呼称）●●●は大会の冠スポンサーです ○○○○

大会ロゴ使用権 自社広告等で大会ロゴを使用することが可能 ○○○○

ノベルティ制作権 大会ロゴを利用し記念品等の制作をすることが可能 有償販売する場合は別途ロイヤリティが必要 ○○○○

映像使用権 自社ホームページでの大会映像の使用 別途レギュレーションあり （（（（調整中調整中調整中調整中））））

メディア

大会公式ホームページ ホームページに社名ロゴを掲出(リンク含む) 協賛パッケージによって大小の差あり 大大大大

テレビ番組（地上波） テレビ東京系列（6局ネット） 2014年10月25日（土）16：00～17：15（予定） 4.54.54.54.5分分分分

テレビ番組（CS/CATV） JSports/JCOM 2014年10月25日（土）14：30～17：30（予定） 3333分分分分

制作物

大会公式ポスター ポスターに協賛社ロゴを表記する 協賛パッケージによって大小の差あり ○○○○

大会チラシ チラシに協賛社ロゴを表記する 協賛パッケージによって大小の差あり ○○○○

大会公式プログラム 協賛社の純広、あるいは社名表記 純広純広純広純広4C1P4C1P4C1P4C1P

応援グッズ スティックバルーンに協賛社名を表記 ○○○○

会場関係

アーチバナー 専用アーチにバナーを掲出 ○○○○

コースバナー 大会コースのフェンスにバナーを掲出 20202020

スタートゲート 協賛社ロゴの掲出 ○○○○

フィニッシュゲート 協賛社ロゴの掲出 ○○○○

表彰バックパネル 協賛社ロゴの掲出 ○○○○

インタビューボード 協賛社ロゴの掲出 ○○○○

折り返しタワー ○○○○

ブース
サイクルフェスタ *ブースの大きさは別途調整 最大最大最大最大2222コマコマコマコマ

さいたまるしぇ *ブースの大きさは別途調整 最大最大最大最大2222コマコマコマコマ

その他

VIP観戦席 50505050

VIPラウンジ 10101010

レセプションパーティ 前夜祭パーティのご招待 10101010

プレゼンター 表彰副賞の贈呈 ○○○○

ご提供権益一覧
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ご協賛料金

１００１００１００１００，，，，００００００００００００千円千円千円千円（（（（税別税別税別税別））））
○プレゼンティング・スポンサーは、１社のみのご案内となります。
○アクティベーション等にかかる費用は含まれておりません。
○看板など掲出物の制作は含まれております。

２０１４ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム

プレゼンティングプレゼンティングプレゼンティングプレゼンティング・・・・スポンサースポンサースポンサースポンサー

ご案内
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SPONSOR MERIT 看板掲出権看板掲出権看板掲出権看板掲出権
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SPONSOR MERIT メディアメディアメディアメディア

＊画像は昨年実績です。
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SPONSOR MERIT 大会制作物大会制作物大会制作物大会制作物へのへのへのへの掲出掲出掲出掲出

＊画像は昨年実績です。
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SPONSOR MERIT ホスピタリティホスピタリティホスピタリティホスピタリティ
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SPONSOR MERIT アクティベーションアクティベーションアクティベーションアクティベーション

＊画像は昨年実績です。
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区分区分区分区分 項目項目項目項目 内容内容内容内容 備考備考備考備考
ゴールドゴールドゴールドゴールド

スポンサースポンサースポンサースポンサー

独占権 カテゴリー独占権 他同業種を排他する権利 ○

総合

ステートメント使用権 （協賛社呼称）●●●は大会オフィシャルスポンサーです ○

大会ロゴ使用権 自社広告等で大会ロゴを使用することが可能 ○

ノベルティ制作権 大会ロゴを利用し記念品等の制作をすることが可能 有償販売する場合は別途ロイヤリティが必要 ○

映像使用権 自社ホームページでの大会映像の使用 別途レギュレーションあり （調整中）

メディア

大会公式ホームページ ホームページに社名ロゴを掲出(リンク含む) 協賛パッケージによって大小の差あり 大

テレビ番組（地上波） テレビ東京系列（6局ネット） 2014年10月25日（土）16：00～17：15（予定） 1分

テレビ番組（CS/CATV） JSports/JCOM 2014年10月25日（土）14：30～17：30（予定） 1分

制作物

大会公式ポスター ポスターに協賛社ロゴを表記する 協賛パッケージによって大小の差あり ○

大会チラシ チラシに協賛社ロゴを表記する 協賛パッケージによって大小の差あり ○

大会公式プログラム 協賛社の純広、あるいは社名表記 純広4C1P

会場関係

アーチバナー 専用アーチにバナーを掲出 ○

コースバナー 大会コースのフェンスにバナーを掲出 10

スタートゲート 協賛社ロゴの掲出 ○

フィニッシュゲート 協賛社ロゴの掲出 ○

表彰バックパネル 協賛社ロゴの掲出 ○

インタビューボード 協賛社ロゴの掲出 ○

折り返しタワー ○

ブース
サイクルフェスタ *ブースの大きさは別途調整 1コマ

さいたまるしぇ *ブースの大きさは別途調整 最大2コマ

その他

VIP観戦席 10

VIPラウンジ 4

レセプションパーティ 前夜祭パーティのご招待 2

ご提供権益一覧
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ご協賛料金

２０２０２０２０,,,,００００００００００００千円千円千円千円（（（（税別税別税別税別））））
○ゴールド・スポンサーは、最大５社へのご案内となります。
○アクティベーション等にかかる費用は含まれておりません。
○看板など掲出物の制作は含まれております。

２０１４ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム

ゴールドゴールドゴールドゴールド・・・・スポンサースポンサースポンサースポンサー

ご案内
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SPONSOR MERIT 看板掲出権看板掲出権看板掲出権看板掲出権
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SPONSOR MERIT メディアメディアメディアメディア



38

SPONSOR MERIT 大会制作物大会制作物大会制作物大会制作物へのへのへのへの掲出掲出掲出掲出SPONSOR MERIT 大会制作物大会制作物大会制作物大会制作物へのへのへのへの掲出掲出掲出掲出

＊画像は昨年実績です。
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SPONSOR MERIT ホスピタリティホスピタリティホスピタリティホスピタリティ

＊画像は昨年実績です。
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SPONSOR MERIT アクティベーションアクティベーションアクティベーションアクティベーション

＊画像は昨年実績です。
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区分区分区分区分 項目項目項目項目 内容内容内容内容 備考備考備考備考
シルバーシルバーシルバーシルバー

スポンサースポンサースポンサースポンサー

独占権 カテゴリー独占権 他同業種を排他する権利

総合

ステートメント使用権 （協賛社呼称）●●●は大会オフィシャルスポンサーです ○

大会ロゴ使用権 自社広告等で大会ロゴを使用することが可能 ○

ノベルティ制作権 大会ロゴを利用し記念品等の制作をすることが可能 有償販売する場合は別途ロイヤリティが必要 ○

メディア
大会公式ホームページ ホームページに社名ロゴを掲出(リンク含む) 協賛パッケージによって大小の差あり 中

テレビ番組（ローカル） テレビ埼玉 事前番組 30秒

制作物

大会公式ポスター ポスターに協賛社ロゴを表記する 協賛パッケージによって大小の差あり ○

大会チラシ チラシに協賛社ロゴを表記する 協賛パッケージによって大小の差あり ○

大会公式プログラム 協賛社の純広、あるいは社名表記 社名表記あり

会場関係

コースバナー 大会コースのフェンスにバナーを掲出 8

スタートゲート 協賛社ロゴの掲出 ○

フィニッシュゲート 協賛社ロゴの掲出 ○

ブース
サイクルフェスタ *ブースの大きさは別途調整 1コマ

さいたまるしぇ *ブースの大きさは別途調整 最大3コマ

その他

VIP観戦席 10

VIPラウンジ 4

レセプションパーティ 前夜祭パーティのご招待 2

ご提供権益一覧



42

ご協賛料金

１０１０１０１０,,,,００００００００００００千円千円千円千円（（（（税別税別税別税別））））
○アクティベーション等にかかる費用は含まれておりません。
○看板など掲出物の制作は含まれております。

２０１４ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム

シルバーシルバーシルバーシルバー・・・・スポンサースポンサースポンサースポンサー

ご案内
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SPONSOR MERIT 看板掲出権看板掲出権看板掲出権看板掲出権

＊画像は昨年実績です。
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SPONSOR MERIT メディアメディアメディアメディア

＊画像は昨年実績です。
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SPONSOR MERIT アクティベーションアクティベーションアクティベーションアクティベーションSPONSOR MERIT ホスピタリティホスピタリティホスピタリティホスピタリティ
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区分区分区分区分 項目項目項目項目 内容内容内容内容 備考備考備考備考
ブロンズ
スポンサー

総合
ステートメント使用権 （応援者呼称）●●●は大会を応援しています ○

大会ロゴ使用権 自社広告等で大会ロゴを使用することが可能 ○

メディア

大会公式ホームページ ホームページに社名ロゴを掲出(リンク含む) 協賛パッケージによって大小の差あり 小

テレビ番組（ローカ
ル）

テレビ埼玉 事前番組 応援表示

制作物
大会公式ポスター ポスターに協賛社ロゴを表記する 協賛パッケージによって大小の差あり 社名表記あり

大会公式プログラム 協賛社の純広、あるいは社名表記 社名表記あり

会場関係 コースバナー 大会コースのフェンスにバナーを掲出 2

ブース
サイクルフェスタ *ブースの大きさは別途調整 最大3コマ

さいたまるしぇ *ブースの大きさは別途調整 １コマ

その他

VIP観戦席 10

VIPラウンジ 2

レセプションパーティ 前夜祭パーティのご招待 2

ご提供権益一覧
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ご協賛料金

５５５５,,,,００００００００００００千円千円千円千円（（（（税別税別税別税別））））
○アクティベーション等にかかる費用は含まれておりません。
○カテゴリー排除権は含まれておりません。
○看板など掲出物の制作は含まれております。

２０１４ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム

ブロンズブロンズブロンズブロンズ・・・・スポンサースポンサースポンサースポンサー

ご案内
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SPONSOR MERIT メディアメディアメディアメディア

＊画像は昨年実績です。
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SPONSOR MERIT ホスピタリティホスピタリティホスピタリティホスピタリティ

＊画像は昨年実績です。
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SPONSOR MERIT アクティベーションアクティベーションアクティベーションアクティベーション

＊画像は昨年実績です。
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区分区分区分区分 項目項目項目項目 内容内容内容内容 備考備考備考備考 ローカルローカルローカルローカル

総合
ステートメント使用権 （応援者呼称）●●●は大会を応援しています ○

大会ロゴ使用権 自社広告等で大会ロゴを使用することが可能 ○

メディア
大会公式ホームページ ホームページに社名ロゴを掲出(リンク含む) 協賛パッケージによって大小の差あり 小

テレビ番組（ローカル） テレビ埼玉 事前番組 応援表示

制作物
大会公式ポスター ポスターへの社名表記 社名表記あり

大会公式プログラム 公式プログラムへの社名表記 社名表記あり

ブース
サイクルフェスタ *ブースの大きさは別途調整 1コマ

さいたまるしぇ *ブースの大きさは別途調整 最大2コマ

その他
VIP観戦席 6

レセプションパーティ 前夜祭パーティのご招待 2

ご提供権益一覧
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ご協賛料金

１１１１,,,,００００００００００００千円千円千円千円（（（（税別税別税別税別））））
○アクティベーション等にかかる費用は含まれておりません。
○カテゴリー排除権は含まれておりません。
○看板など掲出物の制作は含まれております。

２０１４ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム

ローカルローカルローカルローカル・・・・スポンサースポンサースポンサースポンサー

ご案内
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56

区分区分区分区分 項目項目項目項目 内容内容内容内容 備考備考備考備考 プレゼンティング ゴールド シルバー ブロンズ ローカル

独占権 カテゴリー独占権 他同業種を排他する権利 ○ ○ ○

総合

ステートメント使用権

（冠呼称）●●●は大会の冠スポンサーです ○

（協賛社呼称）●●●は大会オフィシャルスポン

サーです
○ ○ ○

（応援者呼称）●●●は大会を応援しています ○ ○

大会ロゴ使用権 自社広告等で大会ロゴを使用することが可能 ○ ○ ○ ○ ○

ノベルティ制作権 大会ロゴを利用し記念品等の制作をすることが可能 有償販売する場合は別途ロイヤリティが必要 ○ ○ ○

映像使用権 自社ホームページでの大会映像の使用 別途レギュレーションあり （調整中） （調整中）

メディア

大会公式ホームページ ホームページに社名ロゴを掲出(リンク含む) 協賛パッケージによって大小の差あり 大 大 中 小 小

テレビ番組（地上波） テレビ東京系列（6局ネット） 2014年10月25日（土）16:00-17:15（予定） 4.5分 1分

テレビ番組（CS/CATV） JSports/JCOM 2014年10月25日（土）14:30-17:30（予定） 3分 1分

テレビ番組（ローカル） テレビ埼玉 事前番組 30秒 応援表示 応援表示

制作物

大会公式ポスター ポスターに協賛社ロゴを表記する 協賛パッケージによって大小の差あり ○ ○ ○ 社名表記あり 社名表記あり

大会チラシ チラシに協賛社ロゴを表記する 協賛パッケージによって大小の差あり ○ ○ ○

大会公式プログラム 協賛社の純広、あるいは社名表記 純広4C1P 純広4C1P 社名表記あり 社名表記あり 社名表記あり

応援グッズ スティックバルーンに協賛社名を表記 ○

会場関係

アーチバナー 専用アーチにバナーを掲出 ○ ○

コースバナー 大会コースのフェンスにバナーを掲出 20 10 8 2

スタートゲート 協賛社ロゴの掲出 ○ ○ ○

フィニッシュゲート 協賛社ロゴの掲出 ○ ○ ○

表彰バックパネル 協賛社ロゴの掲出 ○ ○

インタビューボード 協賛社ロゴの掲出 ○ ○

折り返しタワー ○ ○

ブース
サイクルフェスタ *ブースの大きさは別途調整 最大2コマ 1コマ 1コマ 最大3コマ 1コマ

さいたまるしぇ *ブースの大きさは別途調整 最大2コマ 最大2コマ 最大3コマ １コマ 最大2コマ

その他

VIP観戦席 50 10 10 10 6

VIPラウンジ 10 4 4 2

レセプションパーティ 前夜祭パーティのご招待 10 2 2 2 2

プレゼンター 表彰副賞の贈呈 ○

スポンサーパッケージ詳細



テレビ放送

ALL


