
Charity Christmas Dinner 2019
Event and Sponsorship Details

October 18, 2019

イベントおよびスポンサーシップ詳細
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Event Details

© AHK Japan

Full course Christmas Dinner 
with German Wines

Date & Time December 17 (Tue.), 18:30 - 22:00

Venue Grand Hyatt Tokyo 
Grand Ball Room

Price 
(tax incl.)

￥21,000 (members)

￥26,000 (non-members)

Participants 200 Persons

Dress Code Business Formal Attire



Donation to Japanese Red Cross Society
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Proceeds of this event will be donated to the Japanese Red Cross Society (JRCS) and its training and education of first responders 
in the case of (natural) disasters in Japan. 

日本赤十字社はSDGs（持続可能な開発目標）と連動し、様々な支援のあり方を提供しています。
今回寄付先として選んだのは「災害から命と健康を守る－医療チームの養成｣です。
被災地で必要な救護を迅速に行うには、医療チームの訓練、育成は欠かせません。

このイベントからの収益は、日本の被災地で活動する医療チームの訓練や育成のために日本赤十字社へ寄付されます。

The gravity of climate change has increased worldwide and extreme weather conditions are reported. Japan is no exception. Every 
year heat waves, strong downpours, large-scale typhoons and floods cause big damage and cost many lives. Furthermore, it forces 
inconvenience in everyday life. Japanese Red Cross Society “Jindou/humanity” sets its basic mission to carry out emergency relief 
training for the stricken area, provision of goods, train people and arrange a system to be able to react to disasters at any time. 

世界中で地球温暖化が深刻さを増し、異常気象が報告されています。日本も例外ではなく、毎年の猛暑、ゲリラ豪雨、大型台風、
洪水などが発生し、大きな被害をもたらし、多くの方が犠牲となり、今もなお不自由な生活を強いられています。日本赤十字社は
「人道」という普遍的な使命のもと、被災地に必要な救護を迅速に行うための訓練、物資の整備、人材育成など、常に災害に対応
できる体制を整えています。

【詳細】日本赤十字社 [JP] [EN] 

http://www.jrc.or.jp/
http://www.jrc.or.jp/english/https


1. One table seats 8. Please refer to the seating chart on slide 8 for table layout. 
2. Specific table requests can only be requested for parties with multiples of eight (e.g. 8, 16, 24 etc.). Depending on the sponsorship application 

situation, we may not be able to meet particular table requests.
3. PR videos (incl. sound, maximum length 3 minutes) will be played before the beginning of MC.
4. Roll up banner dimension is H200XW80 (cm). Please contact us in advance if you want to bring a different size.
5. Logo size and position on all marketing materials is dependent on sponsorship category.

Financial Sponsorships

Benefits / Category Platinum Gold Silver

Contribution (tax incl.) ¥400,000 ¥200,000 ¥100,000

Limited to 2

Advanced table reservation up to1 No Limit 2 Tables 1 Tables

Specific Table Request2 next to VIP table
tables enclosed 

by the green line

Color ad in event program Full Page Half Page

Screening of PR video3 ✓

Roll up banners on stage & entrance area4 ✓

Logo on AHK Japan homepage5 Top Page
size: L

Event Page
size: M

Event Page
size: S

Logo on invitation mailing5 size: L size: M size: S

Logo on event program5 size: L size: M size: S

Logo on event report5 size: L size: M size: S

On screen logo display during event ✓ ✓ ✓

Recognition during MC’s announcements ✓ ✓ ✓
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1. 1テーブルは8人掛けです。会場のテーブルレイアウトについては8ページをご覧下さい。
2. 特定のテーブル希望は８の倍数でのみ可能です。スポンサーシップの申込状況によっては、特定のテーブルリクエストにお応えできない場

合がございます。
3. PRビデオ（音声有り、最長3分まで）はドアオープンからMCが始まるまでの間に上映されます。
4. ロールアップバナーのサイズはH200XW80 (cm)です。これ以上のサイズのものをお持ち込み希望の場合は、事前にお知らせ下さい。
5. 使用するロゴのサイズや配置はスポンサーシップのカテゴリーに準じます。

ファイナンシャルスポンサーシップ

特典/カテゴリー プラチナ ゴールド シルバー

スポンサーシップ料（税込み） ¥400,000 ¥200,000 ¥100,000

募集企業数 2社まで

事前予約可能席数1 制限なし
2テーブルま

で
1テーブル

まで

特定のテーブルリクエスト２ VIPテーブル両
隣

緑枠エリア内の
いずれかの
テーブル

プログラムへの広告掲載（カラー） 1ページ 半ページ

PRビデオ上映３ 〇

ステージ上と受付エリアに
ロールアップバナー設置４ 〇

AHK Japanホームページ上にロゴ掲載５ ＠トップページ

サイズ：L
＠イベントページ

サイズ：M
＠イベントページ

サイズ：S

ご案内メール上にロゴ掲載5 サイズ：L サイズ：M サイズ：S

プログラムにロゴ掲載5 サイズ：L サイズ：M サイズ：S

イベントレポートへロゴ掲載5 サイズ：L サイズ：M サイズ：S

イベント中に会場前方スクリーンにロゴ投影 〇 〇 〇

MCより紹介 〇 〇 〇
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Category
Minimum Retail price of 

donation(s)

Diamond ¥300,000

Ruby ¥100,000

Sapphire Under ¥100,000

Benefits / Category Diamond Ruby Sapphire

Auction Style Live/Silent1 Silent Silent

Color ad in event program Half Page

Advanced seat reservation up to2 No Limit One Table 2 Seats

Roll up banner on stage & entrance area3 ✓

Recognition during MC ✓

On screen logo display during event size: L size: M Name only

Logo on event program size: L size: M Name only

Logo on event report size: L size: M Name only

Auction Sponsorship

1. Items offered in the live auction, should cost more than 300,000 Yen each. 
2. One table seats 8.
3. Roll up banner dimension is H200XW80 (cm). Please contact us in advance if you want to bring a different size.
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 If needed, we consult you about the items you provide in the auction. 

 In case of multiple donations the minimum retail value of each should be 

at least ¥10,000.



カテゴリー 最小小売価格

ダイアモンド 300,000円-

ルビー 100,000円-

サファイア 100,000円未満

特典/カテゴリー ダイアモンド ルビー サファイア

オークション形式 ライブ/サイレント1 サイレント サイレント

プログラムへの広告掲載（カラー） 半ページ

事前予約可能席数2 制限なし 1テーブル 2席

ステージ上と受付エリアに
ロールアップバナー設置3 〇

MCより紹介 〇 〇 〇

イベント中に会場前方スクリーンに
ロゴ投影

サイズ：L サイズ：M 社名のみ

プログラムにロゴ掲載 サイズ：L サイズ：M 社名のみ

イベントレポートへロゴ掲載 サイズ：L サイズ：M 社名のみ

オークションスポンサーシップ

1. ライブオークションを行う商品は複数商品の合計ではなく、単価が30万円を超える商品に限らせていただきます。
2. 1テーブルは8人掛けです。
3. ロールアップバナーのサイズはH200XW80 (cm)です。これ以上のサイズのものをお持ち込み希望の場合は、事前にお知らせ下さい。
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 ご提供商品の内容については、別途ご相談させていただく場合がございます。
 複数商品のご出品の場合、それぞれの最小小売価格は1万円以上でお願いします。



Sample Seating Chart (One Table Seats 8 / 1テーブル8人掛け)
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• Final seating arrangements are decided by AHK Japan with regards to sponsorship category, time of application and number of purchased seats.
最終的なテーブル分けはスポンサーカテゴリーや申込み席数、申込み順などに応じて弊所に一任とさせていただきます。

• The complete floor layout, incl. Foyer Area is available here. / ホワイエを含むフロアプランはこちらをご覧下さい。
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https://japan.ahk.de/fileadmin/AHK_Japan/3_Events/31_Veranstaltungen/2018/1210_Christmas_Charity_Event/Charity_Christmas_Dinner_Floor_Layout.pdf
https://japan.ahk.de/fileadmin/AHK_Japan/3_Events/31_Veranstaltungen/2018/1210_Christmas_Charity_Event/Charity_Christmas_Dinner_Floor_Plan_Japanese.pdf


Registration available until:
スポンサーシップ申込み締切日

Contact / 問合せ・連絡先
German Chamber of Commerce & Industry in Japan
Member Services / Ms. Sayoko Iwata

在日ドイツ商工会議所
会員サービス部
岩田 紗代子

Tel: +81 – 3 – 5276 – 8738
Email: siwata@dihkj.or.jp
URL: www.japan.ahk.de

Registration Link / 申込みフォーム

AHK Japan HP
https://japan.ahk.de/en/events/coming-events/msd-events-anmeldungen/charity-christmas-dinner-2019-sponsorship-registration/
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Registration is handled on a first come, first served basis. Event details subject to change. /イベントは予告なく変更されることがあります。

（Registration is first-come-first-served basis. /お申し込みは先着順です。）

November 15, 2019 (Fri.)

mailto:siwata@dihkj.or.jp
http://www.japan.ahk.de/
https://japan.ahk.de/en/events/coming-events/msd-events-anmeldungen/charity-christmas-dinner-2019-sponsorship-registration/
https://japan.ahk.de/en/events/coming-events/msd-events-anmeldungen/charity-christmas-dinner-2019-sponsorship-registration/

