
仙台 IT 文化祭 2017 （旧 Rebirth! 東北） 
 

御協賛のお願い 
2017 年 08 月 31 日 

 

この度は、御協賛のお願いをしたくご連絡させていただきました。私たち「仙台 IT 文化祭 2017 実行委員会

（旧 Rebirth! 東北実行委員会）」では、来たる 2017/10/28(土)～29(日)の両日に、主題のイベントを、仙台

の東北大学 川内南キャンパス (C19) 文科系総合講義棟 にて開催いたします。本イベントへの御協賛をご検討 

いただきたく、お願い申し上げます。 

 

Rebirth! 東北イベントは、今回が 3 回目の開催です。初回 2016/06/18(土)に開催したイベントでは、累計

300 名弱の超える学生・社会人の方に参加頂きました。2 回目 2016/10/16(土)に開催したミニセミナーでは、

30 名を越える学生・社会人の方に参加頂きました。どちらの参加者からも「是非、仙台でも継続してこのよう

なイベントを開催してほしい」という声を多くいただきまして、今回 3 回目を開催するにいたりました。 

 

第 3 回目となる今回は、仙台市と仙台地元企業が一緒になって学生向けに開催する「仙台 IT 文化祭」と同時開

催となります。現時点でまだ確定していない情報が多く、2017 年 09 月中に仔細確定できるよう調整中となり

ます。ご心配・ご迷惑をおかけすることが多くなりますが、ご理解・ご協力の程、よろしくお願いいたします。 

 

 

■ イベント概要 

 

企画名 仙台 IT 文化祭 2017 

開催日時 
Day 1 - 2017/10/28(土) 10:00-18:00 

Day 2 - 2017/10/29(日) 10:00-18:00  

開催場所 
〒980-8576 仙台市青葉区川内 27-1 

（東北大学 川内南キャンパス (C19) 文科系総合講義棟 1F & 2F） 

申込 URL http://2017.sendaiitfes.org/ 

参加対象 

■IT 特別講義（オープンキャンパス） 

 意思決定者、IT 管理職、IT 担当職、開発者、エンドユーザー、パートナー 

■IT ゼミ（参加型ワークショップ） 

 文理問わず４年制大学の１～３年生、高等専門学校生、短大生、小学 1～3 年生 

主催 仙台 IT 文化祭 2017 実行委員会 

共催 
仙台市 

東北大学（調整中） 

協力 

Microsoft Most Valuable Professional (MVP)の皆さま 

Microsoft Japan Regional Director (RD)の皆さま 

Microsoft Technical Evangelist (TE)の皆さま 

各種 IT コミュニティのリーダーの皆さま 

事務局 ビバーチェプラス合同会社 

参加人数 2 日間累計 700 名 

参加費 無料 

 

 

 

 

http://2017.sendaiitfes.org/


■ 仙台 IT 文化祭 （旧 Rebirth! 東北）プログラム概要 

 

※時間帯は変更を予定しており、現在仙台市と再調整中です。 

 
 

 
 

 

■ 会場写真 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



■ 協賛スポンサーメニュー 

 

シルバースポンサー 

仙台 IT 文化祭を支援する企業／団体として参加者に対してアピールする形で、御社の企業ロゴをイベント告知

用 WEB サイト、チラシ、ポスターに掲載いたします。 

 

ゴールドスポンサー 

上記のメリットに加え、イベント告知 Web サイト上の動画コンテンツに御社の企業ロゴの掲載、および 2 日間

の参加者へのカタログ配布が行えます。 

 

プラチナスポンサー 

上記のメリットに加え、イベント告知 Web サイト及び当日配布するパンフレットへのインタビュー記事掲載が

行えます。 

 

ダイヤモンドスポンサー 

最高レベルのスポンサーシップとして、上記のメリットに加え、すべてのセッションの間において御社 PV 上映

が行えます。 

 

メニュー ダイヤモンド プラチナ ゴールド シルバー 

スポンサーご協賛費  100 万 50 万円 20 万円 10 万円 

スポンサーブース出展 

（2 日間） 

Option 

(+10 万円) 

Option 

(+10 万円) 

Option 

(+10 万円) 

Option 

(+10 万円) 

すべてのセッションの間における

企業 PV 上映（最大 3 分） 
○ × × × 

対談記事掲載 (※1) ○ ○ × × 

カタログの封入 

（2 日間累計 700 名）(※2) 
○ ○ ○ × 

イベント宣伝用動画コンテンツに

ロゴ掲載 
○ ○ ○ ○ 

ロゴの掲載（ウェブサイト） ○ ○ ○ ○ 

ロゴの掲載（印刷物） ○ ○ ○ ○ 

イベントのオープニングでの 

スポンサー紹介 
○ ○ ○ ○ 

 

※1 対談記事の取材・作成等にご協力をお願いいたします。 

※2 A4 サイズ大が入る袋に封入予定です。A4 サイズの紙状のもの、またはステッカーのみ、または両方を 

封入いただくことが可能です。 

 

その他、何かご不明な点やご要望等ございましたら、次ページに記載のお問い合わせ先まで、E メールにて 

お問い合わせください。 



■ 協賛スポンサー申込書 

 

下記フォームに必要事項をご記入のうえ、E メールにてお申し込み先に記載の宛先までお申し込みください。 

 

 ■スポンサー名  ※Web などへの掲載用名称をご記入ください。 

フリガナ  

会社／団体名  

ロゴクリック時リンク先 URL  

ロゴ画像 URL  

 ※ロゴデータをインターネット上で公開していない場合は、E メールにロゴデータを添付してください。 

 

 ■ご担当者  ※事務局からの連絡および請求書送付窓口 

会社／団体名  

ご所属  

お名前  

お役職  

E メール  

住所 〒 

 

TEL  

 

 ■ご希望のメニューに☑を入れてください 

仙台 IT 文化祭 2017 ご協賛メニュー ブース出展 協賛金 チェック欄 

ダイヤモンドスポンサー 
あり 110 万円 □ 

なし 100 万円 □ 

プラチナスポンサー 
あり 60 万円 □ 

なし 50 万円 □ 

ゴールドスポンサー 
あり 30 万円 □ 

なし 20 万円 □ 

シルバースポンサー なし 10 万円 □ 

 

■ お問い合わせ先 

 

 仙台 IT 文化祭 事務局 

 担当：関 満徳（ビバーチェプラス 合同会社 内） 

 E メール： fullvirtue@vivaceplus.com 


