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高円寺フェスについて
中央線カルチャーの雄、高円寺
　高円寺には、古着屋・ライブハウス・古本屋・
劇場など、個性的な文化が集積しています。また、
活気のある商店街も 13 カ所。商業地区として未
だ衰え知らずの街です。
　特に若者に人気がある憧れの街。住んでみて
良かった街の上位にもたびたびランクインしてい
ます。高円寺フェスは、そうした高円寺の魅力を
イベントや街めぐりで、さらに活性化していくこと
を目的としています。

高円寺四大祭りの一つ、
秋の大文化祭「高円寺フェス」
　高円寺には季節ごとに街ぐるみの大きなイベン
トがあり、「高円寺四大祭り」と呼ばれています。
100 万人を動員、全国から来場者を集める夏の

『東京高円寺阿波おどり』を筆頭に、春の『高円
寺びっくり大道芸』、冬の『高円寺演芸まつり』、
そして、秋の大文化祭『高円寺フェス』。この他
にも年間を通し、大小様々なイベントを開催して
他のエリアからも大きな注目を集めています。

回を重ねるごとに成長する
「高円寺フェス」は注目度抜群！
　高円寺フェスは、今年で 13 回目の開催を迎え
ます。約 200 店舗の参加店を巡るスタンプラリー
や参加店独自イベント、各商店街が連携して開催
するイベントなど、まさに街を挙げての大文化祭。
　昨年は約 21 万人を動員するなど、各メディア
からの注目も集める「高円寺フェス」で、店舗や
企業の効果的なプロモーションはいかがでしょう
か ?



イベント概要
名称

開催日

会場

主催

共催

協力

後援

参加店舗

PR 展開

動員数

高円寺フェス 2019

2019 年 10 月 26 日（土）、10 月 27 日（日）

高円寺全域

高円寺フェス実行委員会

中央線あるある PROJECT 実行委員会

高円寺商店街連合会

杉並区・杉並区教育委員会・東京商工会議所杉並支部

高円寺内 約 200 店舗 / ブース出店 約 50 ブース

マスコミ（TV・新聞・雑誌・ラジオ等）JR 中央線・東京都、
区役所へのパブリシティー
ガイドブック (A4 36～40p 40,000 部 )　ポスター・チラシ
WEB・Facebook・Twitter

約 21 万人 (2 日間 )



来場者層・ターゲット
・20 代～ 40 代が中心
・近隣住人に加え、各イベントそれぞれのファンが全国
から来場
・お祭り、フェスが好きな老若男女
・子ども・ファミリー向けのイベントもあり、親子連れも
多い
・2日間の来場者が昨年 21 万人
・高円寺全域の 13 商店街に 28 会場
・昨年 200 店舗以上がスタンプラリーや独自イベントで
参加

主なイベント
・高円寺全域の参加店を舞台にしたスタンプラリー
・高円寺駅前北口広場での駅前プロレス 
・約 30キャラが集まる ゆるキャラ ® イベント
・区内約 17店舗のカレーを食べ比べできる人気フードイベント「カレーなる戦い」 



※昨年のマップです。会場、イベントは一部変更となる可能性がございます。



高円寺フェスでは来場者にガイドブック 4 万部を
無料配布しています。
高円寺全域の MAP をはじめ、イベントの詳細や
各商店街の情報など、ビジュアル的にも見やすく、
便利で楽しめるガイドブックとなっております。
このガイドブックーつで高円寺の全容がわかると、
毎年評判を頂いております。
ターゲットは高円寺フェスに集まるお祭りの好き
な老若男女です。

高円寺フェスガイドブックへの掲載について

名称

判型

発行日

ページ数

部数

配布エリア

掲載内容

高円寺フェス 2019 公式ガイドブック

2019 年 10 月 12 日（予定）

A4 中綴じ

フルカラー 36 ページ～40 ページ

40,000 部

高円寺全域

高円寺エリアマップ
各会場イベント情報
参加店情報
各商店街情報
高円寺四大祭り情報
高円寺コラム等

（予定）



高円寺フェスガイドブックへの掲載について2

A4 判紙面の下面 4 列 2～3 行を広告スペースとします。
また、A4 判半頁サイズ、全頁サイズの掲載も可能です。

※広告料のお支払いについては、下記口座にお振込下さい。
きらぼし銀行　高円寺支店　普通 0466688　高円寺フェス事務局
※振込名義はお申込の名義にして下さい。

原稿は完全データでお願いいたします。
加工が必要な場合は別途料金が必要になります。ご相談下さい。
・申込〆切　8/31まで ・入稿〆切　9/7まで

ご不明の点がございましたらお気軽にお問い合せ下さい。
高円寺フェス実行委員会（ 担当：佐久間、山藤、平野）
TEL：03-3313-5589 　FAX：03-3314-0305　E-MAIL：info@koenjifes.jp

Illustrator・Photoshop・pdf いずれかのデータで作成の上、メールまたはメディアにて入稿して
下さい。
なお、貼込み素材（ロゴ・写真等）は不足なく同一階層に入れて下さい。
表示原寸 350dpi でお願い致します。Illustrator で作成の場合は必ずアウトライン化してください。

別料金にて広告のデータ作成を承ります。店舗情報（文字要素）・写真・ロゴ等をご用意下さい。
1 マス /5,400 円　2 マス /7,560 円　1 ページ /16,200 円

基本サイズと料金

広告データについて

1 マス

縦 60mm
  ×

横 95mm

￥12,960

2 マス

縦 60mm
  ×

横 190mm

￥25,920
1 ページ

（裏表紙）

縦 297mm
  ×

横 210mm
￥259,200

1 ページ

縦 297mm
  ×

横 210mm
￥103,680

完全データの場合

データ作成をご希望の場合



ガイドブック広 告 出 稿 申 込 書

高円寺フェス 実行委員会　宛

ご協力ありがとうございました。

お申し込みは

FAX：03-3314-0305

掲載名

会社・店舗名 

ご担当者 

ご住所

ご連絡先

メールアドレス

サイズ（○をつけて下さい）

（上記と異なる場合）

金額

〒　　　－

 　　　（　　　　　）

＠

1マス　　2マス　　1P（表2/3）　　1P（表4）

料金表

￥259,200￥12,960 ￥25,920 ￥103,680
1マス 2マス 1P（表4）1P



南口広場ブース出展要項

出店料

募集数

テント

長机

注意事項

申込方法

高円寺駅前南口広場ではミニステージを開催します。企業 PRブースも含めたイベントとして
打ち出しているため、多くのお客様に足を止めて頂く事ができます。

６ブース　

60,000 円（税込）／ 2.2m×2.2m ／ 1 ブース（2 日間）

18,360 円（税込）／ 1 張（2 日間）

1,080 円（税込）／ 1 台（2 日間）

椅子 ３24 円（税込）／ 1 脚（2 日間）

高円寺フェス実行委員会

別紙の申込書に必要事項を記載の上、下記まで FAX で送信して下さい。

8/31 まで

FAX 03-3314-0305
（TEL 03-3313-5589）

場所 高円寺南口駅前広場（サンプリング・物販・企業協賛）

電源 ２,160 円（税込）／１ブース（2 日間）

申込〆切

ゴミは各出展者様の責任でお持ち帰り下さい。

地面が汚れる可能性のある出展につきましては必ず養生をして下さい。

飲食の方は出展はできません。

排水はできません。

電源利用の方は延長コード ( 電源タップ ) をご持参下さい。

駐車場のご用意はありません。近隣のコインパークをご利用下さい。

出展要項や注意事項を違反した出展者にはスタッフより指導の上、
即時撤収していただくことがあります、



18,360

1,080

324

高円寺フェス実行委員会　宛

ご協力ありがとうございました。

お申し込みは

FAX：03-3314-0305

南口広場ブース出展申込書

出展名

会社・店舗名 

ご担当者 

ご住所

ご連絡先

メールアドレス

希望ブース数

オプション
（任意・持ち込み可）

金額

〒　　　－

 （　　　　 ）

＠

出展内容・備考

ブース

電源

長机

椅子

テント

ブース

台

脚

60,000 円（税込）／

2,160円 （税込）／1ブース（２日間）

2.2ｍ×2.2ｍ／1 ブース（2日間）

円

円

（税込）／1張（2日間）

（税込）／1台（2日間）

円（税込）／1脚（2日間）

張

（上記と異なる場合）

有 ・ 無


