
河北新報社 御中 記入・入力日

　下記の催事を開催するにあたり御社後援の名義使

用を許可いただきたく申請いたします。なお、開催

に伴って生じた全ての責任は主催者が負うものとし

河北新報社には一切の責任を負わせません。

〒　　　　ー 名前住 所

（承諾書のお届け先）
　　右記と同じ
　　右記以外

電話番号 　　　　ー　　　　　ー

住　　所

主催団体

責任者名

電話番号

〒　　　　ー

２枚目に押印箇所がございます

　　　　ー　　　　　ー

紙面掲載は催事名・期間・会場の３項目です。催事名はジャンルなど内容が分かるよう記入して下さい。
なお、掲載されない場合もございますのでご了承願います。

催　事　名

期　　　間

会　　　場

自　　　　　　年　　　月　　　日（　　）
                                         　　　　時　　　分～　　　　時　　　分
至　　　　　　年　　　月　　　日（　　）

具体的な催事内容

及び

趣　　　旨

料　　　金

他の後援団体

添　付　物

そ　の　他

（添付物に明記されている場合は「別添」として下さい）

無料　　有料（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）定員　　　　　　人

無　　有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

無　　有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

名 義 後 援 申 請 書

＊関係資料は申請書と同時に提出して下さい。

＊団体名、責任者名および捺印の無いもの、及び事後の申請は受け付けません。

＊弊社の判断により、お断りする場合がございます。

＊宮城県内の河北新報販売店でも、ご入力済みの後援申請書を受け付けます。

〒980-8660　仙台市青葉区五橋1丁目2-28

　　　⁷⁷⁷⁷㈱河北新報社　後援事業係

※弊社のロゴデータをお持ちでない場合は、承諾後に差し上げます。

※本申請書に記入の個人情報は、「承諾書」をお届けするため河北新報販売店へ連絡させていただきます。河北新報社および

関連グループで適切に管理し、各種御連絡、御案内などに利用させていただく場合がございます。あらかじめ御了承下さい。
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河北新報社 御中

　下記の催事を開催するにあたり御社後援の名義使

用を許可いただきたく申請いたします。なお、開催

に伴って生じた全ての責任は主催者が負うものとし

河北新報社には一切の責任を負わせません。

〒　　　　ー 名前住 所

（承諾書のお届け先）
　　右記と同じ
　　右記以外

電話番号 　　　　ー　　　　　ー

住　　所

主催団体

責任者名

電話番号

〒　　　　ー

㊞

㊞

　　　　ー　　　　　ー

査　定

名 義 後 援 申 請 書

（後援事業係受付用）

承　諾　決　裁

受付番号 番

催　事　名

期　　　間

会　　　場

自　　　　　　年　　　月　　　日（　　）
                                         　　　　時　　　分～　　　　時　　　分
至　　　　　　年　　　月　　　日（　　）

具体的な催事内容

及び

趣　　　旨

料　　　金

他の後援団体

添　付　物

そ　の　他

（添付物に明記されている場合は「別添」として下さい）

無料　　有料（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）定員　　　　　　人

無　　有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

無　　有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

記入・入力日

副本部長 部　長 部次長 副部長 主　任 担当者



河北新報社 御中

〒　　　　ー 名前住 所

（催事の事務担当者）
　　右記と同じ
　　右記以外

電話番号 　　　　ー　　　　　ー

住　　所

主催団体

責任者名

電話番号

〒　　　　ー

　　　　ー　　　　　ー

名 義 後 援 申 請 書

（編集局メディアセンター用） 受付番号 番

催　事　名

期　　　間

会　　　場

自　　　　　　年　　　月　　　日（　　）
                                         　　　　時　　　分～　　　　時　　　分
至　　　　　　年　　　月　　　日（　　）

具体的な催事内容

及び

趣　　　旨

料　　　金

他の後援団体

添　付　物

そ　の　他

（添付物に明記されている場合は「別添」として下さい）

無料　　有料（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）定員　　　　　　人

無　　有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

無　　有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

記入・入力日



河北新報社 御中

〒　　　　ー 名前住 所

（承諾書のお届け先）
　　右記と同じ
　　右記以外

電話番号 　　　　ー　　　　　ー

住　　所

主催団体

責任者名

電話番号

〒　　　　ー

　　　　ー　　　　　ー

名 義 後 援 申 請 書

（販売店確認用）

催　事　名

期　　　間

会　　　場

自　　　　　　年　　　月　　　日（　　）
                                         　　　　時　　　分～　　　　時　　　分
至　　　　　　年　　　月　　　日（　　）

具体的な催事内容

及び

趣　　　旨

料　　　金

他の後援団体

添　付　物

そ　の　他

（添付物に明記されている場合は「別添」として下さい）

無料　　有料（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）定員　　　　　　人

無　　有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

無　　有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

記入・入力日

＊関係資料は申請書と同時に提出して下さい。

＊団体名、責任者名および捺印の無いもの、及び事後の申請は受け付けません。

＊弊社の判断により、お断りする場合がございます。

＊宮城県内の河北新報販売店でも、ご入力済みの後援申請書を受け付けます。

〒980-8660　仙台市青葉区五橋1丁目2-28

　　　㈱河北新報社　後援事業係

※本申請書に記入の個人情報は、「承諾書」をお届けするため河北新報販売店へ連絡させていただきます。河北新報社および

関連グループで適切に管理し、各種御連絡、御案内などに利用させていただく場合がございます。あらかじめ御了承下さい。
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