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2019 年 8 月 27 日（火）

郡上市の株式会社ＡＩＲロボ様のご好意により、芝生が最良の状態であるグリーン・フィールド中池をドローンにより空撮
していただきました。

グリーン･フィールド中池 ドローン撮影

PRグッズPRグッズ



◉  キャンプ誘致のぼり旗◉  キャンプ誘致のぼり旗
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品 名 作成部署 数 量 内 容

キャンプ地誘致
横断幕 準備委員会 1枚

ラグビーワールドカップ2019日本大会の公認キャンプ地誘致を行っ
ていることを周知する横断幕を作成し、西本郷通４の交差点に掲げ
ててＰＲ

キャンプ地誘致
のぼり旗 準備委員会 30枚

ラグビーワールドカップ2019日本大会の公認キャンプ地誘致を行っ
ていることを周知するのぼり旗を作成し、市役所やその他公共施設
などに掲げてＰＲ

キャンプ地決定
横断幕 誘致委員会 10枚

南アフリカ代表チームの事前キャンプ地が関市に決定したことを周
知する横断幕を作成して、市役所及びその他公共施設やマーゴなど
に掲げてＰＲ

南アフリカ国旗
（手旗） 推進委員会 4,000本 イベントなどでのＰＲ活動、公開練習やパブリックビューイングで

の応援活動などで使用

手書き歓迎
のぼり旗 推進委員会 50枚

市内の全小中学校の生徒と児童がメッセージを書き込んで作成した
のぼり旗をイベント会場に掲げてＰＲ。また、南アフリカ代表チー
ムのキャンプ期間中、練習会場であるグリーン・フィールド中池に
も掲げた
小学校 31枚
中学校 19枚

卓上
ミニのぼり旗 推進委員会 300枚 市内の公共施設や学校、金融機関、郵便局などに掲げていただきＰ

Ｒ

スプリングボクスが
やってくる
横断幕

推進委員会 1枚
南アフリカ代表チームの事前キャンプ地が関市に決定したことによ
り、代表チームが関市にやってくることを周知するため、横断幕を
作成してイベントなどでＰＲに使用

公開練習観覧者募集
ポスター 推進委員会 300枚 市内の公共施設や学校、金融機関、郵便局などで掲示いただきＰＲ

スプリングボクスがやってくる
ポスター 推進委員会 300枚 市内の公共施設や学校、金融機関、郵便局などで掲示いただきＰＲ

うちわ
（黄色/白色） 商工課 5,000本

関市ラグビーフットボール協会の皆さんが市民花火大会及び市内の
各まつり会場にて配布を行いＰＲ
(8/13) 市民花火大会 2,000本
(8/13) マーゴ 1,500本
その他ＰＲ活動に使用 1,500本

うちわ
（緑色/黄色） 推進委員会 2,000本

公開練習会場、リポビタンＤチャレンジカップ会場等で配布
(9/1)  公開練習観覧者 1,400本
(9/6)  ﾘﾎﾟﾋﾞﾀﾝDﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ 500本
その他ＰＲ活動に使用 100本

南アフリカ応援
マグネットステッカー 市民協働課 1,000枚

協賛者への配布や市役所公用車への貼付けによりＰＲ
協賛者 120枚
市役所公用車貼付 120枚
一般無料配布 650枚
※一般無料配布の場所は、市役所・せきしんふれ愛アリーナ
・各地域事務所

南アフリカ応援シール 市民協働課 4,000枚 イベントなどの参加者に配布してＰＲ

関市キャンプ
開催記念タオル 推進委員会 1,000枚

協賛者及びふるさと納税者、パブリックビューイング観覧者に配布
協賛者 120枚
ふるさと納税者 400枚
パブリックビューイング観覧者 400枚
その他ＰＲ活動に使用 80枚

パブリックビューイング
開催告知ポスター 推進委員会 300枚 市内の公共施設や学校、金融機関、郵便局などで掲示いただきＰＲ

歓迎
のぼり旗 推進委員会 600枚 練習会場のグリーン・フィールド中池や市内各所に掲げて南アフリ

カ代表チームを歓迎

応援横断幕 推進委員会 3枚 応援メッセージが記された横断幕を作成して、キャンプ期間中に練
習会場や訪問先に掲げた

選手名鑑 推進委員会 3,000枚 選手の顔写真やプロフィールを記した名鑑を作成して、公開練習及
びパブリックビューイングの際に配布

◉  キャンプ誘致横断幕 ( 関市学校給食センター）◉  キャンプ誘致横断幕 ( 関市学校給食センター）

◉  キャンプ地決定横断幕（関市役所）◉  キャンプ地決定横断幕（関市役所）

◉  キャンプ地決定横断幕（中池公園）◉  キャンプ地決定横断幕（中池公園）
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◉  卓上ミニのぼり旗◉  卓上ミニのぼり旗



◉  うちわ（黄色 /白色）◉  うちわ（黄色 /白色）

◉  うちわ（緑色 /黄色）◉  うちわ（緑色 /黄色）

◉  南アフリカ応援マグネットステッカー◉  南アフリカ応援マグネットステッカー
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◉  パブリックビューイング開催告知ポスター◉  パブリックビューイング開催告知ポスター ◉  歓迎のぼり旗◉  歓迎のぼり旗
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◉  選手名鑑◉  選手名鑑
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◉  市役所写真展◉  市役所写真展

◉  T シャツ◉  T シャツ ◉  展示ケース◉  展示ケース
チームから関市へ 2,000 枚の Tシャ
ツをいただき、市民の皆様へ配布し
ました。
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PRグッズPRグッズ

PR グッズ一覧

78 79

◉  市役所写真展◉  市役所写真展

◉  T シャツ◉  T シャツ ◉  展示ケース◉  展示ケース
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ツをいただき、市民の皆様へ配布し
ました。




