
2016年7月 
パンのフェス2017 in 横浜赤レンガ実行委員会 

横浜観光CVBに申請して 
利用許可を取った画像です 

～協賛のご案内～ 

大盛況のパンのフェス、再び！ 

日本最大級のパンイベント！ 

 2017  

in 横浜赤レンガ 
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■はじめに 

最高のパンと出会う！日本最大級のパンイベント 

「パン好きが最高にパンを楽しめるイベント」 という基本コンセプトのもと、 

今話題の観光スポット「横浜赤レンガ倉庫」広場にて、2016年3月に初開催をしました「パンのフェス」は、 

3日間で12万人ものお客様にご来場いただき、すべてのパン屋が完売するなど大盛況に終わりました。 

 

今年も、レジャー・エンターテイメントチケット販売最大手の「ぴあ」と、出版取次最大手であり、パンシェルジュ検

定運営委員会である「日本出版販売」の共同主催で「パンのフェス2017」を開催いたします。 

 

パンのフェス実行委員会は、出店者様・協賛企業様のご協力をいただきながら、 

「パンのフェス」を今後毎年実施できる恒例のイベントに育てたいと思っています。 

 

御社の商品やサービスの販売促進のお役に立てるよう、可能な限り対応させていただきます。 

イベントの趣旨をご理解いただき、ご検討賜りますよう、お願い申し上げます。 

 

 パンのフェス2017 in 横浜赤レンガ 実行委員会 
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■パンのフェス2017概要ー予定ー 

イベント名   パンのフェス2017 in 横浜赤レンガ 

開催日   

2017年3月3日（金）.4日（土）.5日（日）   
3日(金) 13:00-19:00／ 4日(土) 11:00-19:00 ／ 5日(日) 11:00-17:00 
※パン販売ブースは各日17時まで（キッチンカーでのパン販売は除く）。                 
※時間は変更になる場合がございます。 

会場   横浜赤レンガ倉庫前広場 

来場者数 
（想定） 

  
パンのフェス全体（有料ゾーン＋無料ゾーン）の来場者数想定：12万人(3日間計)      
※20代～50代の女性を中心とした、カップル・ファミリー等幅広い層 

出店数 全国のパン屋50店舗（予定） 

問い合わせ   
日本出版販売株式会社 TEL：03-3518-4033 info_event@nippan.co.jp 

ぴあ株式会社 TEL：03-5774-5257  【OFFICIAL WEBSITE】 http://pannofes.jp/   

主催   パンのフェス2017 in 横浜赤レンガ 実行委員会 ＜ぴあ株式会社、日本出版販売株式会社＞ 
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■プロモーションー予定ー 

●季節情報誌no.1『春ぴあ首都圏版』 
（2月中旬発刊予定）の巻頭で特集記事を展開 
 
 

●大人女子のエンタテインメントヴィジュアル誌 
 『SODA』（1月23日発売予定）でイベント告知 
 

●パンシェルジュ（約4万人）へのイベント告知 
 

●書店にイベントポスター掲出 
 

●『ウレぴあ総研』よりイベント告知を外部ポータルへ記事配信 
 

●会場周辺・観光＆商業施設との連携による告知展開  
 
                                    など 
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2016年3月11日(金)~13日(日)開催時 

実績 
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■2016年 来場者データ 
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会社員 
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14.6% 

自営業 

4.0% 

パート・アルバ

イト 

2.8% 

主婦 

20.3% 

その他 

3.8% 

職業 居住地 

●当日の来場者1800人対象。 
  任意でアンケートに解答いただいた。 
●ボリュームゾーンは女性男性ともに30代。 
●東京都と神奈川県の居住地で特に多かった地域。 
  東京都：世田谷区、港区、品川区、大田区 
  神奈川県：港北区、都筑区、戸塚区、青葉区 

誰と来たか 
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■会場案内(2016年レイアウト) 

2号館 

1号館 

キッチンカー 
ブース 

協賛社 
ブース 

パン屋ブース 
(※有料を予定) 

※実際とは異なる場合が 
ございます。 

▼2017年は前回よりスペースを拡大予定！ 
  (2017年レイアウト予定) 
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■2016年 出店・出品パン屋 

横浜を中心に全国各地から集まったおいしいパンのお店以外にも、パンに関連する雑貨屋さんにも出店いただきました。 
3日間、全ての店舗のパンが売り切れとなる大盛況。 
パン屋：43店舗、雑貨・グッズその他：7店舗、キッチンカー：1店舗（夕張メロンパン） 
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■2016年 出店パン屋 
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■2016年 出店パン屋 
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■2016年 出店パン屋 
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■2016年 出店パン屋 
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■2016年 限定商品 

人気有名店による「パンのフェス 2016 in 横浜赤レンガ」限定オリジナルパンも、個数限定で販売。 

東京・三軒茶屋にある人気有名店「シニフィアン・シニフィエ」の志賀シェフに 
「パンのフェス」のための限定パン「SAKURA プランタニエ」を考案いただきました。 
商品名：SAKURA プランタニエ 
店名 ：シニフィアン・シニフィエ 
販売価格：5,000円（税込） 
販売方法：チケットぴあにて販売。（数量限定の完全受注生産） 

世界34か国で展開している超人気店PAULの会場限定オリジナルセット。 
セットの日本上陸25周年記念パン「カンパーニュ・ルージュ」と貴重なクラシックロゴ入りの
トートバッグは、この会場限定の店舗でも手にはいらない先行販売商品。 
商品名：PAUL上陸25周年記念 
      ～「パンのフェス2016 in横浜赤レンガ」オリジナル限定セット～ 
内容  ：カンパーニュ・ルージュ（ハーフ）、クロワッサン、アンシェン・ポール（ハーフ）、 
      グリル・ポンム、カトル・カール（焼菓子）、PAULオリジナルハチミツ、 
      PAUL上陸25周年トートバッグの計7点 
店名 ：PAUL 
販売価格：2,700円（税込） 
購入方法：「パンのフェス2016 in横浜赤レンガ」イベント会場にて、数量限定で販売 
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■2016年 協賛社・イベント実績 

パナソニック株式会社様、日清製粉株式会社様、 
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン様にご協賛いただきました。 
多くの来場者に向けてサンプリングやイベント等を実施しました。 

▼パナソニック株式会社様当日展開の様子(試食会、ステージイベントなど) ▼日清製粉株式会社様 フライヤー配布 

▼ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン様 喫煙ブース 



●広報発表日 
・1/21  http://www.nippan.co.jp/news/pannofes_20160121/ 
・2/22  http://www.dreamnews.jp/press/0000127314/ 
・3/10  http://www.nippan.co.jp/news/pannofes0310/ 

※1月21日 ※2月22日 ※3月10日 

Web、雑誌、TV、新聞と、イベント開催前から多くのメディアにて告知展開をしました。 

■2016年 事前告知実績 
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●事前告知展開 「Web」     
・2/8  レッツエンジョイＴＯＫＹＯ おでかけ情報  http://www.enjoytokyo.jp/ 
・2/20 グルメニュースサイト「えん食べ」         http://entabe.jp/ 
・3/5  Ozmall 今日のOzネタ             http://www.ozmall.co.jp/ 
・3/5  マガジンハウス「コロカル」 ニュース掲載     http://colocal.jp/about/ 
・3/10 昭文社 ことりっぷ 週末おでかけ情報     http://co-trip.jp/ 
・3/10 マイナビウーマン 週末おでかけ情報      http://woman.mynavi.jp/ 

※ことりっぷ ※マイナビウーマン 
※Ozmall ※えん食べ 

■2016年 事前告知実績 
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●事前告知実績 「雑誌」    
・春ぴあ 2016 首都圏版（2/12発売） 
・おいしいパンの店 首都圏版（3/4発売） 
・横浜ウォーカー 2/20発売号 イベントカレンダーページ（2/20発売） 
・リビング新聞 イベント（3/5号） 
・料理通信 インフォメーション（3/9発売） 
 
●事前告知実績 「新聞」 
・日本経済新聞 東京・首都圏経済面 記事 （2/20付 朝刊） 
・読売新聞 神奈川版 かながわ経済面 記事 （3/8 朝刊） 
 
●事前告知実績 「ケーブルテレビ」    
・3/8 ケーブルテレビ イッツ・コミュニケーションズ 地域情報番組 
 「地モトＴＶ おかえり！TOKYO」「地モトＴＶ おかえり！KANAGAWA」 
 "地域のお知らせのコーナー 3月8日（火）放送ナレーションと画面テロップでご紹介“ 

※春ぴあ 2016 首都圏版 ※おいしいパンの店 首都圏版 

■2016年 事前告知実績 
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●TV 
・3/11 スーパーJチャンネル（テレビ朝日） 
・3/12 ズームインサタデー（日本テレビ） 
・3/14 めざましテレビ（フジテレビ） 
 

※ズームインサタデー 放送写真 

イベント後は、地上波でのオンエアやWeb等、多くのメディアにて取り上げられました。 

■2016年 当日以降のメディア露出実績 
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●WEB 
・3/11 オールアバウト公式ガイドブログ  http://travelyokohama.hatenablog.jp/entry/2016/03/12/025830 
・3/11 lilimo                https://lilimo.jp/article/16577 
・3/11 ヨコハマ経済新聞          http://www.hamakei.com/photoflash/2737/ 
・3/11 ウォーカープラス        http://news.walkerplus.com/article/74032/ 
・3/12 ORICON STYLE        http://www.oricon.co.jp/special/48764/ 
・3/12 livedoor news           http://news.livedoor.com/article/detail/11287572/ 
・3/12 ozmall        http://www.ozmall.co.jp/oznews/05560/ 
・3/12 Entame Plex        http://www.entameplex.com/archives/27830 
・3/12 Tech insight        http://japan.techinsight.jp/2016/03/panfes1603121540.html 
・3/12 イベントチェッカー        http://event-checker.blog.so-net.ne.jp/pannofes 
・3月中 ウレぴ総研 
・3月末 notty突撃!! ウワサの●● 

※livedoor news ※ ORICON STYLE ※ウォーカープラス ※ヨコハマ経済新聞 

■2016年 当日以降のメディア露出実績 
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※パンのフェス公式Twitter 

パンのフェス公式SNS（Twitter、Facebook）にて、イベント前から告知展開。 
イベント当日は、たくさんのお客様のSNSでも展開・拡散され、注目されました。 

※パンのフェス公式Facebook 

※お客様によるSNS展開例。 

■2016年 SNSによる展開 
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パンのフェス2017 in 横浜赤レンガ 

協賛メニュー   



基本協賛社様には下記メニューをご提供します。 

会場展開 

• 場内レイアウト・看板への「協賛社名（ロゴ）」表記 

• 場内専用ブース展開ならびに販売・サンプリング権利 

※1店舗あたり、 2700mm×2700mm 

※ブースのテント、長机2台、パイプ椅子2脚はこちらでご用意させていただきます。 

 また、基本電源については、主催者側でご用意いたします。 

※上記以外のブースの設営・装飾や運営はすべて出展社様でご用意頂きます。 

  また列ができた場合の店舗様整列ラインでのお客様の整列要員については、 

  店舗様側でご用意ください。 

※飲食物を取り扱う場合の保健所への申請については、 主催者側にて実施いたします。 

   なお、商品の衛生管理については、店舗様にて厳重に管理ください。 

※ブース出展場所はご相談のうえ決定させて頂きます。 

※サンプリングアイテムについては、事前に実行委員会に申請し、承認が必要です。 

※専用ブースは追加も可能です。別途ご相談ください。 

事前プロモーション展開 

• パンのフェスオフィシャルHPへの「協賛社名（ロゴ）」掲載 

• パンのフェスオフィシャルHPから御社指定先へのリンク 

• パンのフェス実行委員会作成による印刷物、露出物へ「協賛社名（ロゴ）」掲載 

※印刷物は、ポスター・フライヤーを想定しております。 

※出稿広告掲載は入稿に間に合うものより随時掲載させていただきます。 

ご提供内容 

• 関係者用有料パン販売ゾーンのチケットのご提供 20枚（予定）  

  ※関係者用のご招待専用とさせていただきます。 

基本協賛                協賛金額 ￥1,000,000 
※消費税別途とさせていただきます。 

※テントのサイズについては 
変更の可能性があります 

■パンのフェス2017 in 横浜赤レンガ 基本協賛のご案内 
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※消費税別途とさせていただきます。 

■パンのフェス2017 in 横浜赤レンガ その他協賛のご案内 

その他協賛             協賛金額 ￥ASK 

基本協賛メニューに加え、下記オプションメニューの展開も可能です。 
 
 
冠協賛 

• 御社名や御社商品名を冠したイベントタイトル 
※表記「○○○○presents  パンのフェス 2017  in横浜赤レンガ 」 
 

販促キャンペーン等での有料ゾーン入場チケット利用を目的とした協賛 
※利用方法については事前に実行委員会に申請し、承認が必要です。 
 

■ステージPR（デモンストレーション等）協賛 
 

 
■その他 
・スタッフＴシャツ、スタッフキャップ等の物品提供の協賛も可能です。 
・サンプリング限定の協賛も可能です。 
 ※サンプリングアイテムについては、事前に実行委員会に申請し、承認が必要です。 
・その他、ご要望に応じて、協賛内容のカスタマイズが可能です。ご相談下さいませ。 
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■パンのフェス2017 in 横浜赤レンガ 協賛に関するご注意 
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【飲料（ビール、チューハイ、カクテル、ワイン、清涼飲料等）】 
 
■キリングループ様商品 http://www.kirin.co.jp/ 
～推奨銘柄～ 
ビール⇒キリン一番搾り、キリンラガービール、ハイネケン、バドワイザー 
チューハイ⇒キリンチューハイ氷結、本搾りチューハイ、スミノフアイス 
清涼飲料⇒ボルヴィック、キリン午後の紅茶、キリン生茶、キリンレモン、キリンメッ
ツ、トロピカーナ、アミノサプリ、小岩井（純水りんご、ぶどう、みかん、ミルク 
とコーヒー） 
ビールテイスト飲料⇒キリンフリー（ノンアルコール） 
 
■サッポログループ様商品 http://www.sapporobeer.jp/ 
～推奨銘柄～ 
ビール⇒サッポロ黒ラベル、ヱビスビール、ヱビス・ザ･ブラック、琥珀ヱビス 
チューハイ⇒サッポロネクターサワー、トライアングルジンジャーハイボール、氷彩サ
ワー 
清涼飲料⇒玉露入りお茶、リボン（シトロン、オレンジ、グレープフルーツ、マン
ゴー）、 
オーシャンスプレー・クランベリー、バナジウムウォーター、ゲロルシュタイ 
ナー、不二家レモンスカッシュ、不二家ネクターピーチ 
ビールテイスト飲料⇒サッポロプレミアムアルコールフリー（ノンアルコール） 
 
※ キリン・サッポログループ様以外のメーカー商品のお取り扱いはできませんの
でご了承ください。 
 

【食べ物】 
 
■ お取り扱いいただけない食べ物 
・ アイス、ソフトクリーム 
・ パンケーキ 
・ シウマイ 
・ オムライス 
・ ガレット（クレープ） 
・ アップルパイ（パイ関係はご相談ください） 
・ ハンバーガー 
 
※ 上記メニューに関しましては、 
お取り扱いができませんのでご了承ください。 
※ 上記以外のメニューに付きましても、 
価格調整が必要になるものがございます。 
（例：カキ氷に関しては売価調整が必ず入ります。） 
※ また、事前にご提出の無いものに付きましては、 
当日ご販売を禁止させていただくことがございます。 

赤レンガ倉庫の指定により、飲食ジャンルに制限がございます。 
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■主催者プロフィール 

主催者プロフィール 

会社名：ぴあ株式会社 
本社所在地：東京都渋谷区東1-2-20 渋谷ファーストタワー 
      TEL：03-5774-5200（大代表） 
創業：1972年7月10日（月刊「ぴあ」創刊） 
設立：1974年12月20日 
資本金：42億3千9百万円（2010年7月29日現在） 
正社員数：269人 (2015年3月31日現在・連結) 
連結売上高：1271億45百万円 (2015年3月期) 
事業内容：音楽・スポーツ・演劇・映画・各種イベントなどのチケット販売 
     レジャー・エンタテインメント領域におけるムック・書籍の刊行およびWEBサイト 
     の運営コンサートやイベントの企画・制作･運営などエンタテインメントに付随する 
     他事業 

会社名：日本出版販売株式会社 
本社所在地：東京都千代田区神田駿河台4丁目3番地 
      TEL：03-3233-1111（大代表） 
設立：1949年9月10日 
資本金：30億円 
従業員数：1,441人（2015年3月31日現在） 
売上高：5,383億円（2015年3月31日現在） 
事業内容：1.書籍、雑誌、教科書及び教材品の取次販売 
     2.映像及び音声ソフトの製作、販売、ならびにこれに関する著作権の取得、賃貸 
     3.コンピュータ機器及びソフトウェアの販売、ならびに情報提供サービス業 

＜お問い合わせ＞ 
ぴあ株式会社 
メディア・プロデュース事業局 コンテンツ・コミュニケーショングループ 
TEL：03-5774-5257  FAX：03-5774-5357 
 


