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企業・団体様向け協賛制度等の一覧

当ホールでは、ご利用の目的にあわせてお選びいただけるよう、以下の４つの協賛制度
等を設けています。
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制度名 ご利用の目的 主な特典等 金額 詳細内容

１ びわ湖ホール
オフィシャルスポンサー
［年間スポンサー］
［公演スポンサー］

びわ湖ホールが発行する広報
媒体等を活用して、企業や商
品の広告・ブランディングを行
いたい。

情報誌・HP等への広告掲載
施設内に企業名掲示
広告・ノベルティ配布 等

10万円～500万円 P2～

２ 「近江の春 びわ湖クラシック
音楽祭」 協賛＆特別協賛

地域をあげて開催する音楽祭
に協力し、ＰＲをしたい。

HP・パンフレット等への企業名掲載
等

５万円から P11～

３ びわ湖ホール友の会
［特別会員］

自主公演等のご招待チケット
を活用いただきながら、会員と
してびわ湖ホールを応援した
い。

自主公演へのご招待
公演チケットの優先予約
一部ゲネプロ等へのご招待 等

一口
１０万円から／年

P14～

４ びわ湖ホール
舞台芸術基金

CSRの一環として舞台芸術の
振興のために寄付をしたい等。

ー
目安として
一口１万円から

P15～
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１ びわ湖ホールオフィシャルスポンサー

次頁以降ご紹介するオフィシャルスポンサーに関する各種特典の内容については貴社のご事情を勘案し
柔軟に対応させていただきます。また、印刷物の入稿期日等の制約により、やむをえず内容を変更させてい
ただくこともありますのであらかじめご承知おきくださいませ。

未来への投資を、びわ湖ホールとともに。

劇場を貴社の新たな広報・宣伝チャンネルとして活用しませんか。

企業の皆様と舞台芸術を通じた心豊かな活力のある社会を生み
出すことを目的とした、「びわ湖ホールオフィシャルスポンサー制度」。

ご協力いただく企業・団体様には、ブランド力向上や広報手段の
新しいカタチとしてもこの制度のご利用をご提案いたします。

年間を通して、当ホールの行う自主事業全体をご支援いただく
[年間スポンサー] と、特定の自主公演を選び、ご支援いただく
[公演スポンサー] の2種類を用意しています。
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ご提供する特典の内容 [年間スポンサー]

[年間スポンサー]はびわ湖ホールが創り出す舞台芸術全般に対し、年間を通してご支援をいた
だくものです。当ホールからは一年を通じて貴社のＰＲにつながるよう７種類の特典を提供します。

年間スポンサー料：500万円

特典① 紙媒体上への貴社広告スペース等の提供

年間を通して全国に配布する情報誌上に広告スペースを
ご提供します。貴社製品等の紹介にご活用ください。

・年間の公演情報「公演プログラム」（年間３万５千部作成）
・最新の公演情報誌「Stage」（毎月発行、各回２万部作成）
・舞台芸術情報誌「湖響」（年４回発行、各回１万1千部作成）

また、年間に作成する主催公演チラシ（約２００万部）に、
年間スポンサーとして貴社名（ロゴ）を表示します。（一部
対象とならない公演があります。）

年間スポンサー様には、Ｐ１１からの「近江の春 びわ湖クラシック音楽祭」協賛の特典もご提供します。

ad

ad ad

logo
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特典② ウェブサイト上への貴社広告スペースの提供

・トップページに広告スペースをご提供します。貴社ロゴ（リンク）
や商品等の紹介にご活用いただけます。

・内容については随時更新可能です。
（年間閲覧数：令和２年度約52万5千ビュー、令和元年度は約72万ビュー）

特典③ チケット券面への貴社名の印字

・びわ湖ホールが発券する全自主公演の
チケット（令和元年度実績：約４万枚）上に
年間スポンサーとして貴社名を印字
します。（一部、対象とできない公演に
ついては、事前にご相談いたします。）

ロビーコンサートは入場無料ですので対象外です。

https://www.biwako-hall.or.jp/

adad ad



特典④ ホール施設内での企業名等の表示

・メインロビーおよび自主公演開催ホールの２か所に、スペックスタンドサイン等を利用し、
年間スポンサーとして貴社名（ロゴ）を掲示します。（自主公演開催日）
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・メインロビー入口付近に年間スポンサーとして貴社名を掲示します。（常設）

公演によって可能な場合（舞台設備や演出上の問題がない
場合）は、自主公演時、開場～開演までの間（30～45分程度） 、
会場内において貴社名を表示・投射します。（設備の都合に
より、表示方法に変更の生じることがございます。）

その他

logo

logo

logo

表示位置は一例
です。実際の公演
とは異なります。

logo



特典⑥ 自主公演招待券のご提供

・当ホールのすべての自主公演にご招待します。
（各公演ごとにペアチケット２組[年間約１４０枚相当]）

・従業員様向けの福利厚生やＣＳＲ活動（青少年への無料鑑賞の機会
提供等）の一環としてご活用いただけるよう、貴社にておとりまとめ
いただいた場合に、当ホールの自主公演チケットを１０％割引で
販売します。

・毎年開催されている「びわ湖大花火大会」の際に、当ホール４階ﾃﾗｽ
内に設置した特別席にご招待します。（ペア３組様）
※何らかの理由で「花火大会」が中止された場合は、ご容赦願います。
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ただし、「近江の春 びわ湖クラシック音楽祭」の各自主公演については、
各公演ごとにペアチケット１組とさせていただきます。

特典⑤ 貴社広告（チラシ）、ノベルティの封入

・当ホール自主公演時に来場者に配布する公演チラシのセット袋に、
貴社ご提供の宣伝物（チラシ、ノベルティ）を封入します。
［各公演について上限２種類］

・年間配布数のべ５,０００部程度（１０公演程度）になるよう公演をお選び
いただきます。 近江の春 びわ湖クラシック音楽祭期間中の来場者に対しては、

チラシのセット袋の直接配布を行いませんので、本特典の対象外
です。他にも一部対象外とさせていただく場合がございます。

特典⑦ 自主公演チケットの割引販売 等



7

ご提供する特典の内容 [公演スポンサー] 

[公演スポンサー] はびわ湖ホールの自主公演のうち、特定の公演をお選びいただいて
ご支援をいただくものです。当ホールからは当該公演に際して、貴社のＰＲにつながるよう
７種類の特典を提供します。（ただし、「近江の春 びわ湖クラシック音楽祭」の各公演は [イベント] の対象外です。）

中ホール 小ホール ロビーコンサート

公演スポンサー料

１回公演 ： ２００万円
２回（２日）公演 ： ３００万円

１回公演 ： １００万円
２回（２日）公演 ： １５０万円

１公演 ： ５０万円 １公演 ： １０万円

開催ホールおよび公演回数により、以下のように基準となるスポンサー料の設定を行っております。

客席数：１８４８席
４階構造

客席数：８０４席
２階構造

客席数：３２３席
１階構造

大ホール

２００席程度配置
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特典① 紙媒体上への貴社広告スペースの提供

・スポンサー公演のために作成するチラシ（約５万部）上に
広告スペースをご提供します。貴社ロゴや製品等の紹介に
ご活用ください。

特典② ウェブサイト上への貴社広告スペースの提供

・スポンサー公演ページのスペースをご提供します。
貴社ロゴや製品等の紹介にご活用ください。

・内容については随時更新可能です。

ad

logo

特典③ チケット券面への貴社名の印字

・びわ湖ホールが発券するスポンサー公演
チケット上に公演スポンサーとして貴社名を
印字します。

ロビーコンサートチラシについては約６千枚の制作です。

ロビーコンサートは入場無料ですので本特典はありません。



特典④ 公演会場等における貴社製品等の展示

・スポンサー公演日に公演会場内ホワイエにおいて、貴社製品等の展示
スペースをご提供します。（おおむね４平方メートル程度を目安）

・物販等も可能ですので、貴社製品等の状況に応じ、展示位置・内容に
ついてはご相談をお受けします。

product
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公演によって可能な場合（舞台設備や演出上の問題がない
場合）は、自主公演時、開場～開演までの間（30～45分程度）
会場内において、貴社名を表示・投射します。（設備の都合に
より、表示方法に変更の生じる場合がございます。）

その他

logo

logo

logo

表示位置は一例です。実際の公演とは
異なります。



特典⑥ スポンサー公演招待券のご提供

・スポンサー公演のチケットについて、招待券を
ご提供します。

特典⑦ 自主公演チケットの割引販売
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ー 招待券ご提供枚数 －

大ホール公演 ： ペアチケット １０組

中ホール公演 ： ペアチケット ５組

小ホール公演 ： ペアチケット ２組

・従業員様向けの福利厚生やＣＳＲ活動（青少年への無料鑑賞機会提供等）の一環としてご活用いただける
よう、貴社にておとりまとめいただいた場合に、当ホールの自主公演チケットについて１０％割引で販売します。

貴社の“冠”を付した公演の設定等をご希望の場合は、公演ごとに
必要スポンサー料等の諸条件を設定する必要がありますので、
別途ご相談ください。

ご参考

ロビーコンサートは入場無料ですので本特典はありません。

２回(２日)公演のご提供枚数は２倍に
４回公演では４倍になります。

特典⑤ 貴社広告（チラシ）、ノベルティの封入

・スポンサー公演時に来場者に配布する公演チラシのセット袋に、
貴社ご提供の宣伝物（チラシ、ノベルティ）を封入させていただきます。

［上限２種類］

title



２ 「近江の春 びわ湖クラシック音楽祭」協賛

毎年ＧＷ期間中に、びわ湖ホールを中心に、まちづくり団体、文化団体等の協力により
運営しているクラシック音楽祭に対する協賛をいただくものです。（2019年度は２日間で
約３万６千人の来場者）協賛金額に応じて、段階的に特典をご提供します。

2021年春の開催については、新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、開催内容や規模を大幅に
縮小いたしました。2022年春についても、状況により内容を変更する可能性がございます。これにともない、
ご協賛の基準も変更させていただきます。

協賛金額：５万円から

協賛金額 特典概要（「近江の春 びわ湖クラシック音楽祭2019」での内容です。）

50,000円以上

特典１ 各種媒体への貴社名掲載
（公式ウェブサイト、事前告知・当日用チラシ、当日配布プログラム）

特典２ 会場内にロゴ掲示
特典３ びわ湖ホール開催公演の招待券のご提供（協賛金50,000円ごとにペア1組）

300,000円以上
特典１・２・３に加え
特典４ びわ湖ホール会場内に看板設置（１枠）

1,000,000円以上

特典１・２・４に加え
特典５ びわ湖ホール開催公演の招待券のご提供（ペア全公演）
特典６ 会場内にブース設置
特典７ びわ湖ホール発券分の音楽祭公演チケット券面へ貴社名印字

近江の春 びわ湖クラシック音楽祭は、短期間に各ホールをまたがり数多くの短時間
公演を開催する特殊な実施形態であるため、[公演スポンサー]の協賛対象にはなり
ません。

50

300

1000
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特典② 会場内にロゴ掲示
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特典① 各種媒体に貴社名記載

・以下の媒体に貴社名を記載します。（びわ湖ホール公演分のみ）

近江の春 びわ湖クラシック音楽祭開催にあわせ開設する公式ウェブサイト上

びわ湖クラシック音楽祭開催にあわせ作成する事前告知、当日用チラシ（約６万枚）

びわ湖クラシック音楽祭開催期間中の公演時に配布するプログラム（約１万５千枚）

特典③ チケットのご提供

・協賛金額に応じてびわ湖クラシック
音楽祭期間中の当ホール公演に
ご招待します。

ー 招待券ご提供枚数 －

協賛 ５万円以上 ： ペアチケット １組～
協賛３０万円以上 ： ペアチケット ６組～
協賛１００万円以上 ： 音楽祭のびわ湖ホール

公演すべてにペアで
ご招待（合計約４０枚）

name

・会場内に貴社ロゴを記載した
大型のロゴシートを設置します。

1000

1000

300

30050

50

logo



特典④ 会場内に看板設置

・びわ湖クラシック音楽祭開催期間中メインロビーに看板を設置します。
・幅約500㎝×高さ約90㎝の大きさで、貴社名やロゴ、コピー等
を掲示いただけます。
（貴社より掲示内容のデータを頂戴し、当ホールが看板を制作します。）

特典⑤ 特別協賛企業

・特別協賛企業として、公式ウェブサイトおよび事前告知・
当日用チラシに貴社ロゴ等を表示します。

特典⑥ 公演チケット券面への貴社名印字

・びわ湖ホールが発券する音楽祭公演チケット上に
特別協賛企業として貴社名を印字します。

（約1万２千枚発券）

特典⑦ 会場内にブース設置

・会場内メインロビー内に貴社ブースを設置します。
（間口約540㎝×奥行約300㎝）

・貴社製品展示や物販等にご利用いただけます。

13
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３ びわ湖ホール友の会 [特別会員]

びわ湖ホール友の会《特別会員》とは、びわ湖ホールの舞台芸術に関する事業に賛同
し、これを支援してくださる企業・団体様向けの会員制度です。より深く、びわ湖ホールの
公演を楽しみたいとお考えの個人の方にも最適です。
舞台芸術を存分にお楽しみいただけるよう以下の７つの特典を提供します。

年会費：一口１０万円から

① 情報誌への企業名掲載

② メインロビーに会員名掲示

③ 自主公演へのご招待

④ ゲネプロ、リハーサルへのご招待

⑤ チケットの優先予約

⑥ チケットの優待購入

⑦ その他

「湖響」に貴社名を掲載します。（年４回 各１万１千部発行）

メインロビーに貴社名を掲示します。（ネームプレート）

プロデュースオペラなどの自主公演からお選びいただけます。

オペラのゲネプロ（総稽古）等にご招待します。

自主公演、指定公演のチケットを一般販売より早く販売いたします。

当ホールが特におすすめする公演を会員優待料金で購入いただけます。

・ウェブサイト上に貴社名の掲載（リンク敷設）
・びわ湖大花火大会観覧ご招待
・びわ湖ホール声楽アンサンブル定期公演鑑賞会＆交流会ご招待 等
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４ びわ湖ホール舞台芸術基金

びわ湖ホール舞台芸術基金とは、寄付というかたちでの芸術創造活動へ
のご支援をいただくものです。
社会的な役割を一層果たしていくため、以下の３種類のメニューをご用意
しています。

目安として一口１万円から

① びわ湖ホール声楽アンサンブルへのご支援

びわ湖ホール声楽アンサンブルの様々な公
演活動やアンサンブルメンバーの育成に関
する事業に活用させていただきます。

② 次世代育成事業へのご支援

③ 舞台芸術全般へのご支援

子どもや若い人たちなど次世代を対象に
本物の舞台芸術に触れていただく機会を
提供する様々な自主事業や
新たな観客やアーティストの育成に関する
事業に活用させていただきます。

幅広く舞台芸術をお楽しみいただける
機会を提供するびわ湖ホールの
自主事業全般に活用させていただきます。

寄付をいただいた場合は、当該年度の寄
付報告書およびウェブサイト上に貴社名を
掲載いたします。
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[ご参考] ネーミングライツ

・滋賀県では、公共施設などに企業名や商品のブランド名などを冠した愛称を付ける権利の売却
に取り組んでいます。（ネーミングライツ）

・びわ湖ホールの各施設（以下の例）に関するネーミングライツにご関心がある場合、滋賀県の
公募等の手続きやネーミングライツ料についてご案内させていただきますのでお申し付けください。

・命名した愛称が滋賀県や当ホールの広報活動を通じてメディアへ露出することにより、大きな
広告効果が期待できます。また、貴社の地域社会への貢献を明確に伝えることができます。

当ホールにおける対象施設の例

多彩な演出と舞台転換を実現する国内有数の４面舞
台を備える。音響を追求した最高レベルのオペラハウ
ス・コンサートホール。

客席数：１８４８席／親子室２室
４階構造

充実した舞台設備を備え、色調・台詞の響きを重視し
た演劇空間

客席数：８０４席／親子室２室
２階構造

客席数：３２３席 １階構造

繊細な音色がそそぐ室内楽など、小編成のクラッシクコ
ンサートに最適なアットホームなコンサートホール。

大ホール 中ホール 小ホール

滋賀県制度
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ご連絡先・アクセス

是非一度ご来館の上、当ホールの活動を
ご覧くださいませ。お待ち申し上げております。

○ 本件お問い合わせ先
(公財)びわ湖芸術文化財団

法人本部 営業部

＊ 電 話：077-523-7140
＊ Ｆ Ａ Ｘ：077-523-7147
＊ Ｅメール：sales@biwako-arts.or.jp

ＪＲ京都駅より大津まで約10分。大津駅より徒歩約20分、ＪＲ膳所駅より徒歩約１５分 。


