
&SponSorShip 
AdvertiSing

Yokota air Base, Japan

スポンサーシップ＆広告宣伝プログラム
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eXpoSe YoUr BUSineSS 
to over 12,000 
potentiAL CUStoMerS.

The Force Support Squadron Sponsorship & 
Advertising Program is the only entity authorized 
to offer sponsorship and advertising privileges 
associated with morale, welfare and recreation 
activities on Yokota Air Base. 
Let us heLp You grow Your Business!
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スポンサーシップ・宣伝広告プログラムは、
12,000人に及ぶ横田基地在住の軍人、
公務員とその家族へ、貴社のメッセージを
届けることができる唯一のプログラムです。

active DutY
軍人

3,500

Japanese civiLians
日本人従業員

2,000

others
その他
1,500

JasDaF
航空自衛隊員

750

u.s. civiLians
アメリカ国籍従業員

750
DepenDents
軍人扶養家族
4,100

totAL
12,050

29%

17%

12%

6%
2%

34%

Yokota air Base popuLation 横田基地人口割合

施設activities

•	12 restaurants
•	Youth & teen programs
•	Fitness 
•	aF cLuBs

•	traveL
•	outDoor recreation
•	LoDging
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SponSorShip

Alcohol and tobacco products advertising is prohibited.
Notice will be given in the event that we are unable to support your request.
Sponsoring multiple events may provide the opportunity to upgrade sponsorship levels.

support events aLigneD with Your Business

BuiLD BranD awareness anD recruit new customers

sponsorship LeveLs

Bronze
over $250 total value, cash or in-kind

•	Acknowledgement at event via  
sponsorship announcement

•	Logo on marketing materials
•	Marketing distribution at event

siLver

pLatinum

take the neXt step

Let us know how your business can support our event: 
•	In-kind: Items, quantity, monetary value
•	Monetary: Payment accepted via credit card, 

check or cash

Let us know the name and contact information of the 
representative who will sign the agreement.

proviDe sponsorship 
inFormation

STeP
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You will receive an agreement by email after our legal 
review is complete. Please review the agreement and 
notify us if there are any errors or if changes need to 
be made. 

Please sign and return the agreement by email or 
direct mail.

review/sign the agreement
STeP
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You will receive final approval from the Commander 
within two to three weeks. Please feel free to contact 
the Sponsorship Coordinator anytime for more 
information.

receive FinaL approvaL
STeP
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Learn more about upcoming events. Discuss sponsorship 
opportunities that are right for your business with our 
Sponsorship Coordinator.

Deadline: 3 months prior to the event’s month
For example, if you would like to sponsor an event in 
July, please contact us by the end of April.

choose event
STeP
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over $500 total value, cash or in-kind
Bronze Level benefits

•	Info booth at event with  
direct customer interaction

goLD
over $2,000 total value, cash or in-kind

•	Silver Level benefits

•	Info booth located in main venue at event  
with direct customer interaction

•	Marketing distribution for one month  
at one FSS facility

•	Logo included on YokotaFSS.com for  
one month with link to sponsor website

over $5,000 total value, cash or in-kind
•	Gold Level benefits

•	Larger logo on marketing materials
•	Premiere promotional presence at event with  

direct customer interaction
•	Bilingual staffing support at event

•	Ad on digital marquee in FSS facility for one month
•	Discount on printing services
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スポンサー契約

アルコール及びタバコ商品の広告宣伝は禁止されております。
空軍規則等諸事情により、ご契約いただけない場合がごくまれにございます。ご了承下さい。
複数のイベントを同時に申し込みいただいた場合、合計金額によって上のレベルへアップグレードできる場合がございますので、ご相談ください。

スポンサーのメリットとは…

4つのスポンサーレベル

ブロンズレベル
$250以上（出資又は物品提供）

•	イベント会場にてスポンサー様企業宣伝
•	協賛するイベントの広告媒体にロゴを掲載

シルバーレベル

プラチナレベル

スポンサー契約お手続きの流れ

ご提供品・ご出資額の詳細をお知らせください。

•	物品の場合：品名、個数、それぞれの市場販売価格（相当額）
•	金銭の場合：金額と、支払い方法（銀行振込、カード払い、現金、
小切手）

合意書にサインされる方のお名前、合意書に記載する正式な連絡先
をお知らせ下さい。

ご提供品・ご出資額を 
コーディネーターに提示します。

STeP
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合意書（英文）は法務部の申請が完了しましたら、お送りします。内容
をご覧いただき、会社名、住所、ご提供品、契約内容等のご確認、修
正、変更箇所があれば、至急お知らせ下さい。

ご署名後、Eメール又は郵送にて合意書を返送下さい。

用意された書類をご確認後、 
ご署名ください。

STeP
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合意書は、約2〜３週間以内に司令官の認証が完了いたします。すべ
てのサインが入った合意書のコピーは、後日送付させていただきます。

ご質問は、どの段階でもお気軽にお問い合わせ下さい。

最終申請STeP
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年間イベント予定表や、コーディネーターよりお知らせの近日開催の
イベントをご覧いただき、イベントをご選択ください。

締め切り： イベント開催月の３ヶ月前
例）7月のイベントの場合は、4月末日までにお申し込みください。

イベントを選びます。STeP
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ゴールドレベル

$500以上相当 （出資又は物品提供）
•	ブロンズレベルの全特典

•	イベント内でのブース設置、来場者との交流

$5,000以上 （出資又は物品提供）
•	ゴールドレベルの全特典

•	広告媒体にプラチナレベルサイズにてロゴ掲載	
•	特別プロモーション企画

•	イベントブースにてバイリンガルスタッフのサポート
•	FSS内の施設にて1ヶ月間デジタル広告の配信
•	印刷サービスをディスカウント価格にて提供

$2,000以上相当 （出資又は物品提供）
•	シルバーレベルの全特典

•	メインエリアにてブース設置
•	FSS内の施設にて１ヶ月チラシ配布
•	FSSのFacebookにて写真の掲載

•	ウェブサイトへのロゴ掲載及び貴社ホームページへのリンク
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FSS eventS For SponSorShip

* Major events are in red. All events are subject to change.     赤字はビッグイベントです。　イベントの内容に変更が出る場合があります。

event titLe     イベント FaciLitY     主催

winter 
 (DeC–FeB)

冬期 
（12月–2月）

Holiday Season events FSS Facilities

New Year’s eve Parties enlisted Club/Officers’ Club

Aerobathon Fitness Center

Valentine’s Day Dinners Tama Lodge/Officers’ Club

Big Game Day Clubs/Community Centers

ITT Great escape Information Tickets & Travel

spring 
(MAr–JuN)

春期 
（3月–6月）

rhythm & Brews BBQ FSS

Tama Hills easter Tama Hills

Tour de Tama Spring Outdoor recreation (ODr)

Arts & Crafts Center Photo Contest Arts & Craft Center (A&C)

Sakura Festival FSS

summer 
(JuL–AuG)

夏期 
（7月–9月）

Dive Into Summer Natatorium

Summer reading Program Library

Fourth of July FSS

Inagi Festival Tama Hills

FaLL 
(SeP–NOV)

秋期 
（10月–11月）

Yokota-Con FSS

eventageous FSS

Tour de Tama Fall Outdoor recreation (ODr)

Halloween Parties FSS Facilities

MicrobrewSki Clubs/Community Centers/ODr

Friendship Festival Yokota AB

seasonaL events 各シーズン別の主なイベント
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FSS イベントスケジュール

monthLY     毎月のイベント FaciLitY     主催

Bowling Tournaments Bowling Center

Golf Tournaments  (except Jan/Feb) Tama Hills Golf Course

enlisted Club Membership events enlisted Club

Officers’ Club Membership events Officers’ Club

Fitness Center Fun runs Fitness Center

Year-rounD     通年のイベント FaciLitY     主催

Youth Programs events Youth Center

Library reading events Library

Single Airmen events Community Centers/ 
ITT/ODr

reguLar events 定例イベント
We are always adding new events! For more information, please feel free to contact us.

随時、新しいイベントも企画していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
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AdvertiSing
horizonS MAgAzine

Mailed directly to Club 
Members. If you are looking 

for a way to reach the 
Yokota Military Community, 

Horizons is the best 
advertising tool available.

Distributed monthly 
throughout base facilities such 
as the exchange, Post Office, 
Hospital and most on-base 
restaurants and shops.

Looking For opportunities to reach a captive auDience?

Horizons is Yokota’s monthly base magazine 
advertising 374th Force Support Squadron 
events, services and products. The squadron 
provides recreation, leisure, dining and 
quality-of-life programs for more than 12,000 
Yokota Air Base personnel and families.

Design Fee categorY rate

Full Page $200

1/2 Page $150

1/4 Page $100

1/8 Page $50

monthLY aDvertising rates

categorY size rate

a Back Cover Full Page 
8.5” x 9.1”

(Bleed: 8.8” x 9.25”) $1,000

B Full Page 
8.5” x 11” 

(Bleed: 8.8” x 11.3”)
Inside Cover $800
Non-Cover $600

c 1/2 Page 8.15” x 5” $400

D 1/4 Page 4” x 5” $300

e 1/8 Page 4” x 2.4” $150

: WHeN YOu SIGN A ONe YeAr CONTrACT, reCeIVe AN ADDITIONAL ONe MONTH AD Free.
•	 C, D, e: Non-cover ONLY. No bleed necessary.
•	 Space location for ads is subject to change. Back covers and inside front covers are guaranteed. 
•	 The 374th Force Support Squadron reserves the right to approve all advertisements.
•	 Alcohol and tobacco product advertisements are prohibited.

red line is bleed.

Dashed line is 
text limits:  

7.75” x 7.875”.

red line is bleed.

Dashed line is 
text limits:   

7.75” x 10.25”.

a B c D
e

If you need assistance with 
designing an ad, additional 
rates apply.

invest in new channeLs to reach Your target.

4,000

2,000
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宣伝・広告プログラム
雑誌　ホライゾンズ

デザイン料金

ホライゾンズ誌は、約12,000名に及ぶ横田基地内の人々に向けて、第374軍
支援中隊が提供する無料情報誌です。全ページフルカラーで、基地内のイベン
トやレクリエーション、レジャー、レストランなどの情報が満載されています。毎
月6,000部を発行し、2,000部は定期読者へ、残りは基地内のオフィス及びレ
ストランなど全てのサービス娯楽施設や、郵便局、ショッピングセンターなどの
公共施設に配布、設置されています。ホライゾンズ誌への広告掲載は、貴社に
新たなビジネスチャンスを提供します。

広告デザイン制作をご希望の場
合、追加料金にて承ります。

ビジネスチャンスを広げてみませんか？

広告スペース料金

:	年間契約をされた場合は、1ヶ月分の広告を追加で無料にて掲載いたします。
•	 C,	D,	E:	中ページの掲載のみ。断ち落しは無しです。
•	 表紙内側、裏表紙以外の配置指定はできませんのでご了承ください。
•	 全ての広告は374FSSマーケティングの広告掲載ポリシールールに沿って審査され、内容が適切であるかどうかの確認が行われます。
•	 アルコール及びタバコ商品の広告宣伝は禁止されております。

種類 料金

全面ページ	 $200

1/2ページ $150

1/4ページ $100

1/8ページ $50

種類 サイズ 料金

a 裏表紙	
215.9mm	x	231.1mm

(断ち落し:	223mm	x	235mm) $1,000

B 全面ページ	
215.9mm	x	279.5mm

(断ち落し:	22.3mm	x	28.7mm)
表紙内側	$800
その他	$600

c 1/2ページ	 207mm	x	127mm $400

D 1/4ページ 101.6mm	x	127mm $300

e 1/8ページ 101.6mm	x	60.96mm $150

外側赤線は断ち落し。

テキストは	
196.9mm × 260.3mm
に収めてください。

外側赤線は断ち落し。

テキストは	
223mm × 235mm 
に収めてください。

a B c D
e
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Format: PDF or JPeG
resoLution: 350dpi
coLor: CMYK
Please Do not lock the file.

Space reservation must be confirmed and artwork design must 
be submitted two months prior to publication date. Camera-  
ready artwork can be submitted one month prior to print.

aDvertisement 
requirements DeaDLine

Invoice will be sent upon order finalization via mail or email. Payment must be made one 
month prior to publication (e.g., October due by September).
The following payment methods may be used:

•Credit	Card	(visa, mastercard, american express) 
•Cash 
•CheCk

To pay in yen, the dollar amount must be converted to the rate provided by 374th Force 
Support Squadron.

paYment

374 FSS WeBSite
Yokota FSS official website, YokotaFSS.com, has more than 100,000 
monthly views and 1,200 daily views!

pLacement rates per month

event Page $500

Home Page Banner $1,000

event CoLLAterAL The 374th Force Support Squadron always has a big 
event around the corner. Many events include programs, 
informational booklets and more with advertorial space 
available. Ask our Sponsorship Coordinator about upcoming 
opportunities that might be right for your business!

AdvertiSing

print CoLLAterAL 
pLacement rate per month

Banner (36”x120”) $300

Poster (23.5”x33.11”) $150

Large Flyers* (Letter Size or Booklet) $200

Mini Flyers* (1/2 Letter Size or Smaller) $100

*200 copies per contract: letter size (8.5”x11”)

digitAL MArQUee
pLacement rate per month

Post Office $300

Yujo Community Center $150

Taiyo Community Center $150
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374 FSS ウェブサイト

イベント宣伝物

保存形式:	PDF	or	JPEG
解像度:	350dpi
色:	CMYK
データにロックをかけないでください。

広告スペースの予約は、ホライゾンズ誌発行月の2ヶ月前までにお願い致します。デ
ザインをご依頼頂く場合、使用ロゴ、文章、写真などはスペース予約後2週間以内に
お送りください。完成データを頂ける場合は、発行月の1ヶ月前までにお送りくださ
い。（例：ホライゾンズ誌7月号への広告掲載のお申し込みの締め切りは、4月末日と
なります。）

第３７４軍支援中隊は常に大きなイベントを企画しております。イベント専用の	
プログラム、情報ブック又はそれ以外の宣伝物に広告を募集させて頂いております。
ご興味がある方は、お気軽に担当者までお問い合わせください。

月間ビュー100,000以上（デイリービュー1200人以上）の横田基地のサービス
情報満載のサイト、”YokotaFSS.com”	にバナースペースをご購入いただけます。

入稿（印刷）データ
作成ガイド スペース予約・データ入稿の締め切り

受注後に請求書を郵送又はEメールにてお送りします。発行月の1ヶ月までにお支払いください。	
支払い方法には、次の方法があります。

•クレジットカード（Visa, Mastercard, American Express）
•現金 　 
円でお支払いの場合、横田基地軍支援中隊で提示した円為替レート

（当日の為替レート）に換算した金額になります。

お支払い方法

設置場所 1ヶ月料金

イベントページ $500

トップページ $1,000

宣伝・広告プログラム

宣伝サービス
様々な第374軍支援中隊施設で、下記の宣伝物を設置することが可能です。設置施設に関し
ては、こちらで指定する形になりますが、なるべくご希望に沿って提案をさせて頂きます。設置
費用は、１ヶ月にあたり下記の通りになります。

デジタルサイネージ
設置場所 １ヶ月料金

ポストオフィス $300

YUJOコミュニティセンター $150

TAIYOコミュニティセンター $150

サイズ 1ヶ月料金

バナー	（914.4mm	x	3048mm） $300

ポスター	（最大596.9mm	x	84mm） $150

大判チラシ※	（冊子型宣伝物又はA4サイズ） $200

ミニフライヤー※	（A5以下サイズ） $100

※	各契約200枚まで、A4サイズ（297mm	x	210mm）



横田基地　第5ゲート 
（サプライゲート、業者様専用ゲート）

電車でお越しの場合 
JR青梅線牛浜駅東口出口より徒歩10分

お車でお越しの場合 
中央自動車道八王子IC.	
第二出口（昭島方面）より、	
国道16号川越方面。約10キロ

アクセス

お問い合わせ先
担当：	 コマーシャルスポンサーシップコーディネーター

電話（代表）:	 042-552-2511	（内線	5-3308）

Eメール：	 YokotaSponsorship@gmail.com

住所：	 〒197-0001	東京都福生市横田基地内		
	 建物番号1295	Unit5119	
	 374FSS/FSK	マーケティング＆パブリシティ

YokotaFss.com
Facebook.com/YokotaFss
Facebook.com/Yokotasponsorship
instagram.com/YokotaFss

poc: 374 FSS Marketing, 
 Commercial Sponsorship &  
 Advertising Coordinator

phone: +81-42-552-2510 (ext: 5-3308) 
 DSN: 315-225-3308

emaiL: YokotaSponsorship@gmail.com

aDDress: 
(From us) 374 FSS/FSK, Bldg1295, unit 5119,  
 APO AP 96382-5119

(Japan) 374 FSS/FSK, Bldg1295, Yokota AB,  
 Fussa-Shi, Tokyo, 197-0001

access
access information to gate 5 
(“supply gate,” for visitors)

By train 
10-minute walk from Jr Ome line, 
ushihama Station

By car 
10	km	•	from	Hachioji	I.C. 
(ext 2, to Akishima) off  
Chui expressway


