JASI & IJC Twenty-Sixth Annual Golf Classic
Sunday, October 1st, 2017
SPONSORSHIP LEVELS
TITLE SPONSORSHIP: FIFTH THIRD BANK
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Eagle Sponsor: $3,000
Prominent recognition in all printed materials and signage.
One complimentary foursome.
Awards Luncheon Sponsor: $2,500
Company name featured on signage during lunch and in printed materials.
Two complimentary players.
Post-Golf Reception Sponsor: $2,000
Company name featured on signage at the post-golf reception and in printed
materials. Two complimentary players.
Breakfast Sponsor: $2,000
Company name featured on signage during breakfast and in printed materials.
Two complimentary players.
Shrimp and Sake Station Sponsor: $2,000
Your company featured at this popular refreshment tent offering Japanese sake
and shrimp cocktail.
Hospitality Station Sponsor: $2,000
Your company featured at special tent on the course with a special hospitality
offering. Creative proposals are welcomed. Please contact the JASI Staff to discuss
in advance.
Beverage Cart Sponsors: $1,000 per cart
Company name prominently featured on one beverage cart. Your company is
invited to send 1 or 2 drivers for the cart! (optional)
Putting Green Sponsor: $1,000
Company name featured on signage at the putting green (longest putt contest)
and in printed materials.
Driving Range Sponsor: $1,000
Company name featured on signage at the driving range and in printed materials.
Hole Sponsor: $500
Company name featured on a hole sign on the course.

☐ Amount Enclosed: $_____________________ or ☐ Please Invoice

Company Name: __________________________________________________________________
Contact Name: __________________________________ Title: ____________________________
Address: ______________________________________City/State/Zip_______________________
Email: __________________________________________________________________________
Tel: _____________________________________Fax: ____________________________________

Please return application form by noon on Wednesday, August 30th, 2017.

インディアナ日米協会・インディアナ日本人会共催

第 26 回年次ゴルフ･クラシック
タイトル･スポンサー: フィフス・サード銀行
2017 年 10 月 1 日(日曜日)
スポンサーシップ・レベル
□

イーグル･スポンサー: $3,000
全印刷物・サインなどにに貴社名が目立つよう表示されます。
フォーサム一組が無料にてご参加いただけます。

□

授賞式兼昼食会スポンサー: $2,500
昼食会中のサインおよび印刷物に貴社名が表示されます。
お二人様無料でゴルフにご参加いただけます。

□

ゴルフ終了後のレセプション・スポンサー: $2,000
ゴルフ終了後レセプション中のサインおよび印刷物に貴社名が表示されます。
お二人様無料でゴルフにご参加いただけます。

□

朝食スポンサー: $2,000
朝食中のサインおよび印刷物に貴社名が表示されます。
お二人様無料でゴルフにご参加いただけます。

□

日本酒とシュリンプカクテルステーションスポンサー: $2,000
日本酒とシュリンプカクテルをお楽しみいただける軽食用テントに貴社名が表示されます。

□

特別フードステーション・スポンサー: $2,000
コース上に設置された飲料およびフードステーション用テントに貴社名を表示。
クリエイティブなご提案をお待ちしております。JASI スタッフに事前にご相談ください。

□

飲料カートスポンサー : $1,000 (一台あたり)
トーナメント中の飲料カートに貴社名が掲示されます。オプションで貴社代表者２名までが
カートの運転および同乗いただけます。

□

パッティング・グリーン・スポンサー: $1,000
ロンゲストパット・コンテストが行われるグリーン上のサインおよび印刷物に貴社名が表示されます。

□

ドライビングレンジ・スポンサー: $1,000
コンテストが行われるグリーン上のサインおよび印刷物に貴社名が表示されます。

□

ホール･スポンサー: $500
コース上ホールのサインに貴社名が表示されます。

☐ 同封金額: $____________________ または ☐ 請求書払い
貴社名: _________________________________________________________________________
ご担当者名: __________________________________ お役職: ____________________________
住所: ______________________________________市/州/郵便番号_________________________
Email:__________________________________________________________________________
Tel: _____________________________________Fax:___________________________________

恐れ入りますが 2017 年 8 月 30 日(水)までにお申し込みいただけますようお願い申し上げます。

