
広告協賛概要 

 
内  容    １．京都新聞紙上で行う広告に協賛企業・団体・個人名として掲載いたします。 

２．同志社中高同窓会誌にはもう少し詳しく掲載いたします。 

３．同志社中高同窓会のホームページにも一覧で掲載を予定しております。 

       自社のホームページをお持ちの場合は、リンクすることができます。 

 

 

 

 
 

 

※注意事項 

・氏名掲載は最大 3名様とさせていただきます。同一団体で４名様以上をご希望の場合は、 

２枠以上をお申し込みください。 

・個人協賛の場合は全てにおいて②卒業年度と③卒業生氏名のみになります。   

・改姓された方は旧姓も記載します。但し、新聞広告を除きます。 

（掲載不要の場合は、旧姓の記入はいりません） 

 

協賛金額  30,000 円 （但し４名様以上の掲載を希望される方は２枠掲載となりますので、２枠で 50,000 円

とさせていただきます。なお、割引適用は４名様以上の場合に限らせていただきます。）  
        

申込方法  ○別紙申込書にご記入の上、事務局までＦＡＸにてお申し込み下さい。 

申込書記入要項・注意事項 

＊掲載されるのは、①社名・店名等名称 ②卒業年度 ③卒業生氏名 ④業種および 

取り扱い品目等 ⑤事業所住所及び電話番号のみです。（申込書の※印のところです） 

＊社名は１０文字程度でお願いします。 

＊株式会社・有限会社などは、（株）・（有）・(医)などに略させていただきます。 

＊住所は１９文字以内でお願いします。郵便番号は掲載されません。 

＊連名の場合は３名まで可能です。それぞれに卒業年度をお願いします。４名を超える場合は 

２枠となります。 

＊社名や氏名等に、コンピュータ上では通常表示されない文字（外字）を使用される場合は 

わかるように記載してください。但しロゴの掲載はできません。 

＊ＵＲＬ（ホームページアドレス）は同志社中高同窓会ホ－ムページよりのリンク用です。 

＊E-mailと担当者名は連絡用です。 

＊会誌広告の大きさは 5.8㎝×3.0㎝になります。 

○協賛金は、下記金融機関にお振込みください。 

振込手数料はご負担いただきますようお願いいたします。 

   ※請求書につきましては１０月中旬頃、同窓会誌の発送後に郵送させていただきます。 
 

京都銀行 本店営業部 普通預金 573724 同志社中高同窓会 
 

申込締切  ２０１３年６月末日 

◇ご不明な点、ご質問等ございましたら、下記までご連絡お願いいたします◇ 

＝同志社中高同窓会事務局＝ 

〒６０６－８５５８ 京都市左京区岩倉大鷺町８９ 同志社中学校・高等学校宿志館１階 

E-mail  :  d-a-a@doshisha.gr.jp（日本語で件名をお願いします。） 

Tel：(０７５)７８１－７２４１ Fax：(０７５)７８１－７２３１ 

新聞広告掲載情報 ①社名・店名等名称   ②卒業年度   ③卒業生氏名 

会誌広告掲載情報 
①社名・店名等名称   ②卒業年度   ③卒業生氏名 

④業種および取り扱い品目等  ⑤事業所住所及び電話番号 

ホームページ掲載情報 ①社名・店名等名称   ②卒業年度   ③卒業生氏名 

mailto:d-a-a@doshisha.gr.jp


同志社中高同窓会広告申込書  

 
■下記の広告掲載を申し込みます。 

（必ず別紙の申込書記入要項・注意事項をお読みのうえご記入ください。広告に掲載されるのは※の部分です。） 

 

広告掲載内容兼申込書 

業種及び取扱品目等 ※ 

社名・店名等名称  

□郵送先名称と同じ（同じならチェックをしてください。異なる場合は下に記入して下さい） 広告掲載名称 

（10文字以内） ※            

〒    － 
郵便物郵送先住所 

 

□郵送先住所と同じ（同じならチェックをしてください。異なる場合は下に記入して下さい） 広告掲載住所 

（19文字以内） ※                    

電話番号 ※(   )     － 

ＦＡＸ番号 (   )     － 

※    年度卒 ※氏名① ※旧姓 

※    年度卒 ※氏名② ※旧姓 卒業年度・氏名 

※    年度卒 ※氏名③ ※旧姓 

ＵＲＬ（リンク用） http:// 

E-Mail                              ＠ 

広告担当者名・部署 部署  担当者名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下記入不要です。（事務局使用欄）    整理番号            受付日  /         受付方法  郵・F・ﾃﾞ・その他 

 

下記掲載見本を参考に、各欄へのご記入を
お願いいたします。
掲載の体裁は別紙（広告掲載ページの見本）
をご参照ください。
なお若干のデザイン変更の場合もございます。
あらかじめご了承ください。

 

 

④業種（社名・店名の左上に記載） 

 

 

 

 

 

 

 

①社名・店名等名称

⑤事業所住所及び電話番号  

 

 

 

会誌掲載見本

新聞掲載見本

    

新聞へは①社名・店名等名称、
②③卒業年度・卒業生氏名のみの
掲載となります。（株）同志社中高同窓会 S63 同志社　太郎　　H2 同志社　花子

②③卒業年度・卒業生氏名 

 

 

S63 同志社　太郎
H2 同志社 花子 ( 旧姓 新島 )

京都市左京区岩倉大鷺町 89
℡ 075-781-7241

　㈱同志社中高同窓会
同窓会事務局



S63 新島 太郎
H2 新島 花子 ( 旧姓 山本 )

京都市左京区岩倉大鷺町 89
℡ 075-781-7241

　新島書道教室
毛筆・ペン習字

S63 山本 襄　 

京都市左京区岩倉大鷺町 89
Doshisha Plaza 7F
℡ 075-781-7241

　Joe’s　Ｍｏｔｏｒｓ
輸入車販売

S00 △△ △△　 
S00 △△ △△　 
S00 △△ △△　 

東京都渋谷区○○○○
℡ 000-000-0000

　今出川産業
不動産販売

S00 △△ △△　 

京都市中京区○○○○
℡ 000-000-0000

　岩倉税理士事務所
税理士事務所

S00 △△ △△　 

○○○○○○○○○○○○
℡ 000-000-0000

　呉服の八重　烏丸店

呉服

S00 △△ △△　 

○○○○○○○○○○○○
℡ 000-000-0000

　㈱新島食品
食品加工

S00 △△ △△　 

○○○○○○○○○○○○
℡ 000-000-0000

　嵐山　七五三太
京料理

S00 △△ △△　 

○○○○○○○○○○○○
℡ 000-000-0000

　ジュエリー ・ ヤエ
宝飾・時計

S00 △△ △△　 

○○○○○○○○○○○○
℡ 000-000-0000

　百足屋
旅館

S00 △△ △△　 

○○○○○○○○○○○○
℡ 000-000-0000

　海舟堂
古美術

S00 △△ △△　 

○○○○○○○○○○○○
℡ 000-000-0000

　ジョー ・ ゴルフクラブ
ゴルフ練習場

S00 △△ △△　 

○○○○○○○○○○○○
℡ 000-000-0000

　ニイジマ　京都事務所

有限責任監査法人

S00 △△ △△　 

○○○○○○○○○○○○
℡ 000-000-0000

　山本医院
眼科

S00 △△ △△　 

○○○○○○○○○○○○
℡ 000-000-0000

　ヤエ ・ スタジオ
バレエ教室

S00 △△ △△　 

○○○○○○○○○○○○
℡ 000-000-0000

　新島製作所
板金加工

S00 △△ △△　 

○○○○○○○○○○○○
℡ 000-000-0000

　岩倉写真事務所
広告写真

S00 △△ △△　 

○○○○○○○○○○○○
℡ 000-000-0000

　○○○○○
□□□□□□□

S00 △△ △△　 

○○○○○○○○○○○○
℡ 000-000-0000

　○○○○○
□□□□□□□

S00 △△ △△　 

○○○○○○○○○○○○
℡ 000-000-0000

　○○○○○
□□□□□□□

S00 △△ △△　 

○○○○○○○○○○○○
℡ 000-000-0000

　○○○○○
□□□□□□□

S00 △△ △△　 

○○○○○○○○○○○○
℡ 000-000-0000

　○○○○○
□□□□□□□

S00 △△ △△　 

○○○○○○○○○○○○
℡ 000-000-0000

　○○○○○
□□□□□□□

S00 △△ △△　 

京都市左京区○○○○
℡ 000-000-0000

　さくら庵
そば処

S00 △△ △△　 

京都市下京区○○○○
℡ 000-000-0000

　オオサギプランニング
ソフトウェア開発

広告掲載ページの見本（原寸）
１ページあたり２４コマ掲載いたします。
掲載は卒業年度順で、 同年度の中では氏名の５０音順で
掲載いたします。
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