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FUSOSHA PUBLISING INC. ＆ SANKEI  LIVING SHIMBUN INC. presents 
High-Performance Promotion

ご協賛 提案書

主婦フェスが
ステキに

変わります！

主婦フェス PREMIUM 2016
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ESSE＆リビング新聞主催『主婦フェス<PREMIUM>2016』

  9月26日（月）開催決定！

｢主婦フェス｣とは、発行387,700部（マガジンデータ）の生活情報誌『ESSE』と首都圏17エリアに2,585,663部を発行する

地域生活情報紙『リビング新聞』という、主婦に圧倒的な影響力をもつ2大メディアによる「家事や育児を頑張る主婦に、都心の
オアシス「ホテル椿山荘東京」でハッピーな一日をプレゼント」を開催趣旨として実施してきた秋の恒例イベントです。

2016年は、ESSEが創刊35周年、リビング新聞が創刊45周年を迎えます。それに因んで、主婦フェスをクオリティアップいたし
ます。それにより、今まで以上に、質の高い、アクティブで消費意欲の高いミセスが来場いたします。
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◆昨年までとの変更点

●一般招待者の他に、情報発信力の高いブロガーを招待します。
  一般の来場者の他に、エッセならびにリビング新聞のブロガーの方たち（約100名）を招待し、例年以上に
  協賛各社様と来場者様のより密なる接触を実施いたします。
   結果をブログやSNSにて積極的に発信してもらうことで、イベント参加者以外への情報拡散を図ります。    

●応募者の年齢層を、よりクオリティが高く、かつ若年層へ、シフトします。
  招待者は、SNSなどで拡散できるスキルを持つ若年層を中心にし、応募はネット応募に限定します。   

  （参考：エッセメール会員：約2万人、リビング新聞メール会員：約6万人／40代・40％、30代・25％）

●来場者は、参加意識と購買意欲の高い主婦に絞り、協賛社様との距離感を縮めます。
  協賛社様から、より来場者様との接触密度を高めたいというご要望を反映し、単なる配布だけに留まら
  ない、来場者との提案の場を提供いたします。
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2016年度も「ホテル椿山荘東京プラザ棟」 にて

参加者と協賛社様が、共に満足いただける運営とコンテンツをご用意します。

■コンテンツ予定

＜主婦に人気のタレントステージ＞

＜協賛社ブース＞
サンプリングやプロモーションなど、協賛各社様のご協力による、来て見て貰って、得するコーナーです

＜セミナー部屋＞
ご協賛社様による、セミナーや講演会を実施予定です

● コンテンツ内容は、現在調整中につき、決まり次第随時ご案内させていただきます

2016年度は、昨年と同様に、 「入替え制」[二部制 (午前・午後)] にて、主婦が一日楽しめるイベントとして実施します。
協賛社様の満足度アップを目標に、一般招待者とは別枠でESSE,リビング新聞の「ブロガー」の方々にご参加いただく予定です
(約100名)。 事前にブロガーの方々の為に、ブログやSNSでの発信促進を考え、資料やサンプル商品をご用意ください。
一般招待者とブロガーの方へは、例年と同様、サンプリングやプロモーションなどを実施いただけます。
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2015年は、菊池桃子さん、前田忠明さん、ダイエットコーチEICOさんによるトークショー等充実したコンテンツを提供

◆2016年 開催概要
■開催名称： ESSE×リビング新聞 主婦フェス<PREMIUM>2016
■開催日時： 平成28年9月26日（月）実施  10：00～16：00（予定）
■会場： ホテル椿山荘東京
■主催： サンケイリビング新聞社、扶桑社 ◆協力：フジテレビジョン（予定）
■入場料： 無料

●招待者数 『ESSE』『リビング新聞』との読者の中から、5,000名をご招待
●入場料 無料
●告知 『ESSE』8月号（7月7日発売）4C1P、『ESSE』9月号（8月7日発売）4C2P

『リビング新聞/首都圏エリア版16エリア内』2回予定、
『（リビング新聞HP）リビングWeb』内8月初旬～9月下旬まで、『あんふぁん』7月合併号1P予定

2015年
来場者数
6,510人

◆特別協力：ホテル椿山荘東京
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商品 料金 内容（小間単位：mm）

ご協賛① 一般協賛 4,000,000
イベントスペース1小間（W3,960）
＋ ＥＳＳＥの広告スペース（4C2P）

ご協賛② セミナー協賛 4,000,000
セミナー開催：1枠（約30分）

＋ ＥＳＳＥの広告スペース（4C2P）

ご協賛③ 一般協賛＋セミナー 5,000,000
イベントスペース1小間（W3,960）

＋ セミナー開催１枠
＋ ＥＳＳＥの広告スペース（4C2P）

ご協賛④
地方自治体向け
“ふるさと”ゾーン

2,000,000
イベントスペース1特別小間（テーブル1本：W1,800＋バックパネル：W3,000）

＋ ＥＳＳＥの広告スペース（4C1P）

ご協賛⑤ 車両展示プラン 4,000,000
車両展示1台スペース

＋ ＥＳＳＥの広告スペース（4C2P）
＊1社限定

【注意事項】
・ステージを活用した展開も可能です。事前に全体での調整が必要なため、費用その他の詳細につきましては、担当者までご相談下さい。
・同業種競合社の協賛は可能とします。
・料金は、当企画限定の料金です。当企画以外には適用出来ません。
・同様の内容で『リビング新聞』単独のご協賛パターンもご用意しています。詳しくは、サンケイリビング新聞社第１営業局までお問い合わせください。

ご協賛PLAN一覧
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ご協賛PLAN①  ～一般協賛～

■一般協賛料金

特別企画料金  4,000,000 円 (税別)

＊イベントスペース1小間 ＋ ＥＳＳＥ4C2P分の広告スペース（定価4,450,000円分） を含みます
＊ＥＳＳＥ広告出稿条件：期間：2016年8月７日発売号または9月７日発売号
  ※タイアップ広告の場合、原稿制作費は含みません

■イベントブース概要ならびに協賛メリット

◆イベントスペース（幅3,960㎜×奥行1,980㎜×高さ2,700mm）にて御社商品又はサービスのプレゼンテーション                                                 
（商品展示、サンプリング、アンケート、試飲・試食、販売等）が可能です。

            ※販売は、当日の売上の10%をコミッションとしてホテル椿山荘東京へお支払頂きます。（御社とホテル椿山荘東京の直接取引と                     
なります）当日の会計業務は御社にてご対応頂き、必要なレジの備品も御社にて、ご用意ください。なお、会場との調整により、                   
ご希望に添えない場合もあります。予めご了承ください。

◆イベントスペースには、パッケージブース、御社名看板（サイズ=1500mm×300mm/ロゴマークでの掲出可）、スポットライト2灯・

     2口コンセント～1kw、長机2本、椅子2脚を含みます。

           ※上記以外の必要物の手配に関しましては、御社の負担となります。

◆会場内看板での御社名露出

【注意事項】
・相談コーナーや体験コーナー、ステージを活用した展開も可能です。事前に全体での調整が必要なため、費用その他の詳細につきましては、担当者までご相談下さい。
・同業種競合社の協賛は可能とします。
・料金は、当企画限定の料金です。当企画以外には適用出来ません。
・同様の内容で『リビング新聞』単独のご協賛パターンもご用意しています。詳しくは、サンケイリビング新聞社第１営業局までお問い合わせください。
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■協賛＋セミナー開催 概要ならびに協賛メリット
· セミナー開催・1枠…＜ 5Fカトレア (後頁参照）＞にて御社商品やサービスに関するセミナー（または講演）を、30分間実施頂けます。

※実施時間に関しましては、ご相談ください。

· 商品の販売…セミナー（または講演）後、30分間程度の御社商品の販売も可能です。

※販売は、当日の売上の10%をコミッションとしてホテル椿山荘東京へお支払頂きます。（御社とホテル椿山荘東京の直接           
  取引となります）当日の会計業務は、御社にてご対応頂き、必要なレジの備品も御社にて、ご用意ください。なお、会場と  
  の調整により、ご希望に添えない場合もあります。予めご了承ください。

· テーブル、机、椅子、電源を必要なだけご利用頂けます。

       ※上記以外の必要物の手配に関しましては、御社のご負担となります。

       ◆会場内看板での御社名露出

ご協賛PLAN②  ～セミナー開催～

■ セミナー開催料金

特別企画料金  4,000,000円 (税別) ※出演者の手配やそれにかかる費用は含んでおりません

＊セミナー開催１枠 ＋ ＥＳＳＥ4C2分の広告スペース（定価4,450,000円分） を含みます

＊ESSE広告出稿条件：期間：2016年8月7日発売号または9月7日発売号  

※タイアップ広告の場合、原稿制作費は含みません

【注意事項】
・同業種競合社の協賛は可能とします。
・料金は、当企画限定の料金です。当企画以外には適用出来ません。
・同様の内容で『リビング新聞』単独のご協賛パターンもご用意しています。詳しくは、サンケイリビング新聞社第１営業局までお問い合わせください。
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■協賛＋セミナー開催 概要ならびに特別協賛メリット
· セミナー開催・1枠…＜ 5Fカトレア (後頁参照）＞にて御社商品やサービスに関するセミナー（または講演）を、30分間実施頂けます。

※実施時間に関しましては、ご相談ください。

· 商品の販売…セミナー（または講演）後、30分間程度の御社商品の販売も可能です。

※販売は、当日の売上の10%をコミッションとしてホテル椿山荘東京へお支払頂きます。（御社とホテル椿山荘東京の直接           
  取引となります）当日の会計業務は、御社にてご対応頂き、必要なレジの備品も御社にて、ご用意ください。なお、会場と  
  の調整により、ご希望に添えない場合もあります。予めご了承ください。

· テーブル、机、椅子、電源を必要なだけご利用頂けます。

※上記以外の必要物の手配に関しましては、御社のご負担となります。

   ◆イベントスペース（幅3,960㎜×奥行1,980㎜×高さ2,700㎜）にて御社商品又はサービスのプレゼンテーション（商品展示、サンプ

     リングアンケート、試飲・試食、販売等）が可能です。

    ※販売条件については、同上となります。

   ◆イベントスペースには、パッケージブース、御社名看板（サイズ=1500㎜×300㎜/ロゴマークでの掲出可）、スポットライト2灯・2口

     コンセント～1kw、長机2本、椅子2脚を含みます。

    ※上記以外の必要物の手配に関しましては、御社の負担となります。

   ◆会場内看板での御社名露出

ご協賛PLAN③  ～一般協賛＋セミナー開催～

■協賛＋ セミナー開催料金

特別企画料金  5,000,000円 (税別) ※出演者の手配やそれにかかる費用は含んでおりません

＊セミナー開催１枠 ＋ イベントスペース1小間 ＋ ＥＳＳＥ4C2分の広告スペース（定価4,450,000円分）を含みます

＊ESSE広告出稿条件：期間：2016年8月7日発売号もしくは9月7日発売号  

※タイアップ広告の場合、原稿制作費は含みません

【注意事項】
・相談コーナーや体験コーナー、ステージを活用した展開も可能です。事前に全体での調整が必要なため、費用その他の詳細につきましては、担当者までご相談下さい。
・同業種競合社の協賛は可能とします。
・料金は、当企画限定の料金です。当企画以外には適用出来ません。
・同様の内容で『リビング新聞』単独のご協賛パターンもご用意しています。詳しくは、サンケイリビング新聞社第１営業局までお問い合わせください。 7
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ご協賛PLAN④ ～地方自治体向け “ふるさとブース”[ソレイユ・マーズ]～

■一般協賛料金

特別企画料金  2,000,000 円 (税別)

＊イベントスペース1特定小間 ＋ ＥＳＳＥ4C1P分の広告スペース（定価2,,400,000円分） を含みます
＊ＥＳＳＥ広告出稿条件：期間：2016年8月７日発売号または9月７日発売号
  ※タイアップ広告の場合、原稿制作費は含みません

■イベントブース概要ならびに協賛メリット

◆イベントスペース（テーブル1本：幅1,800mm、バックパネル：幅3,000mm）にて御社商品又はサービスのプレゼンテーション                                                 
（商品展示、サンプリング、アンケート、試飲・試食、販売等）が可能です。

            ※販売は、当日の売上の10%をコミッションとしてホテル椿山荘東京へお支払頂きます。（御社とホテル椿山荘東京の直接取引と                     
なります）当日の会計業務は御社にてご対応頂き、必要なレジの備品も御社にて、ご用意ください。なお、会場との調整により、                   
ご希望に添えない場合もあります。予めご了承ください。

◆イベントスペースには、テーブル1本、御社名看板（サイズ=1500mm×300mm/ロゴマークでの掲出可）、スポットライト2灯・

2口コンセント～1kw、椅子2脚を含みます。※上記以外の必要物の手配に関しましては、御社の負担となります。

◆会場内看板での御社名露出

【注意事項】
・相談コーナーや体験コーナー、ステージを活用した展開も可能です。事前に全体での調整が必要なため、費用その他の詳細につきましては、担当者までご相談下さい。
・同業種競合社の協賛は可能とします。
・料金は、当企画限定の料金です。当企画以外には適用出来ません。
・同様の内容で『リビング新聞』単独のご協賛パターンもご用意しています。詳しくは、サンケイリビング新聞社第１営業局までお問い合わせください。
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■一般協賛

• イベントブース／幅3,960㎜×奥行1,980㎜×高さ2,700mm

• イベントブースには、パッケージブース、御社名看板（サイズ=1500 ㎜
×300㎜/ロゴマークでの掲出可＜ロゴの入稿データは、AIまたはpdf
でお願いします＞） 、スポットライト2灯・2口コンセント～1ｋｗ、長机2
本、椅子2脚を含みます

※上記以外の必要物の手配に関しましては、御社のご負担となります

ご協賛PLAN ①③ 一般協賛 ブース仕様 (ジュピター、オリオン)
（以下2種類よりいずれかをお選びいただけます）

■3面型 幅3,960㎜×奥行1,980㎜×高さ2,700mm

■背面型 幅3,960㎜×高さ2,700mm

9

ソレイユ、マーズ、オーキッドのエリアに関しましては、
仕様が変わります。
各広告担当に、ご相談ください。
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■協賛料金

特別企画料金  4,000,000円（税別）
＊1社限定・車両展示１台

＊ＥＳＳＥ 2016年8月7日発売号または9月7日発売号

4C2P純広の広告スペース（定価4,450,000円分）

※タイアップご希望の場合は制作費別途=300,000円/頁 税別

※9月から12月に4C1Pずつのご出稿も可

＊ＥＳＳＥ広告出稿条件期間：2016年8月７日発売号または9月7日発売号

■イベントブース概要

・展示スペースは車両1台分相当になります。搬入口の幅1600㎜、高さ2000㎜以
内の車両限定となります
・車両展示ゾーンは、5階・オリオン1箇所となります
・床の強度の関係上、展示ポジションは次ページの「展示可能ゾーン」内となります
・展示車数は1台とさせて頂きます
・展示の際、床に掛かる重量負荷分散の為、床と車両の間に平面版（木製予定）を
敷かせて頂きます
・会場までの搬入、会場からの搬出作業は協賛社様にてお願い致します。また、会
場への搬入際、残ったガソリンは抜いて頂きます。               
更に、搬出の際のガソリンはご用意下さい
・養生、装飾等の必要物の手配に関しましては、協賛社様の負担となります

■展示場所 5階オリオン

ご協賛PLAN④ ～1社限定 車両展示プロモーションプラン～

この辺り

2012年実施例
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イベント会場全体MAP

TOWER／タワー

PLAZA／プラザ

HOTEL／ホテル

冠木門

幽翠池

三重塔
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ジュピター

オリオン

※各会場の展開内容はあくまでも予定です。実施の際、変更になる場合がありますので、予めご了承下さい

部屋別コンテンツ展開案一覧

カトレア

ソレイユ

オーキッド

マーズ

マーズ ネプチューン

セミナー会場

協賛ブース・休憩スペース・ステージシアター

12

ジュピター 協賛ブース

ソレイユ 特定カテゴリー（自治体ゾーン）

ジュピター

5F

オリオン

カトレア

ソレイユ

オーキッド

ネプチューン 協賛社ブース

特定カテゴリー（自治体ゾーン）

マーズ
ネプチューン

オーキッド 協賛社ブース（＊飲食不可）

4F
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部屋別コンテンツ展開案 ～ブース～④F
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部屋別コンテンツ展開案 ～ブースエリア＆セミナー～⑤F
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【オリオン】 天井H6200/1350㎡

■協賛booth room
11ブース+車両展示

■休憩スペース ステージシアター（120席）
（レイアウトは想定当て込みです）
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2016年度も、大抽選会を実施します

お楽しみ抽選会賞品へのご協力を、何卒よろしくお願い致します。

■参加人数予定 300名～500名

※賞品金額ならびに賞品数は、ご相談ください。
※商品は、主婦フェスご協賛商品以外でも可能です。

ご協賛者様への
主婦フェス<PREMIUM>2016

『お楽しみ抽選会』
貴社商品プレゼント提供のお願い
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（ブース＆ステージ展開）
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