
様式第１号（協賛事業者用） 

   年  月  日 

ＴＯＹＡＭＡＴＣＨ 協賛事業者 申込書 

TOYAMATCH 事務局 行 

フリガナ 

事業者名                      

住所  〒                     

                       

代表者 役職・氏名                 

担当者 所属部署                  

    氏名                    

    電話番号                  

    メールアドレス               

ＴＯＹＡＭＡＴＣＨの協賛事業者として、下記のとおり登録を申し込みます。 

なお、申込にあたり、当該事業者及びその役員は、ＴＯＹＡＭＡＴＣＨ事業実施要綱に

記載されている欠格要件に該当しないことを誓約します。 

記 

以下の項目は、実際にサービスを提供する店舗又は施設について、記載してください。 

事業者内で複数の店舗・施設を有する場合など、複数の店舗・施設の一括登録を希望す

る場合、事前に事務局にご相談ください。  

店舗等の名称 ★ 
フリガナ 

    

店舗等の所在地 ★ 

〒        
フリガナ 
 

電話番号  メールアドレス  

店舗等のＨＰのＵＲＬ ★  

営業時間★  時  分 ～  時  分（24時間表記） 

定休日★  

サービス区分 

※該当するものに○を 

つけてください。 

※複数選択可能です。 

１ 研修・コンサルティング等、自己啓発に関するもの 

２ 自社製品の割引や来店時の特典の付与に関するもの 

３ 交流や交際継続の場となるお稽古事教室やイベント開催に関するもの 

サービス内容★ 

※割引・特典等の内容 

を具体的に記載して 

ください。 

 

◆次ページに続きます。 



 

サービス提供期間★ 

※上記サービスの提供 

 期間を記載してくだ 

さい。 

 

サービス部門★ 

※サービス内容が該当 

する部門を1～5か 

ら選び、○をつけ 

てください。 

また、1～5の各分野 

のうち、あてはまる 

ものにレ点を付けて 

ください。 

※複数選択可能です。 

１ 食べる  □和食 □洋食・イタリアン・フレンチ □中華・ラーメン    

□ファストフード・軽食・カフェ □居酒屋・バー 

□その他（          ） 

２ 楽しむ □映画館やボーリングなどの娯楽 □旅行・宿泊 

□温泉・お風呂・リラクゼーション □趣味・習い事・スポーツ  

□その他（          ） 

３ 買う □食品・生活雑貨 □衣料品 □本・文具・CD・DVD(レンタル含む) 

□家電・インテリア・家具・花・園芸 □趣味・アウトドア用品・ 

スポーツ □車・バイク □その他（          ） 

４ 暮らす □理容・美容室・サロン □語学・能力開発セミナー・キャリア 

アップセミナー □住宅・不動産 □金融・保険 

□その他（        ） 

５ ウェデ 

ィング 

□式場 □ホテル・旅館 □ジュエリー □ギフト  

□写真・着付け □その他（          ） 

メールマガジンの 

配信 
希望しない場合は□にチェックを付けてください  □ 

広報物品の 

希望枚数 

※ご希望の枚数に 

沿えない場合があり 

ますので、ご了承 

願います。 

・ステッカー （   ）枚 

 ※ステッカーは１枚以上としてください。 

・のぼり旗  （   ）枚  

※ポール及び基台等は協賛事業者でご用意願います。 

・三角ＰＯＰ （   ）枚 

紹介文★ 

※サービスの特長など、店舗や施設の紹介文を記載してください。 

※★の項目が運営サイト内で公開されます。 

  



様式第１号（協賛事業者用） 

令和４年１１月１日 

ＴＯＹＡＭＡＴＣＨ 協賛事業者 申込書 

TOYAMATCH 事務局 行 

フリガナ        カ）タカオカケンシュウセンター 

事業者名   ㈱ 高岡研修センター         

住所  〒9〇〇-1234               

高岡市○○町123             

代表者 役職・氏名 代表取締役社長・高岡 太郎   

担当者 所属部署  企画部                

    氏名    高岡 松子                

    電話番号    0766-〇〇-1〇〇〇               

    メールアドレス ●●●●@●●●.co.jp              

ＴＯＹＡＭＡＴＣＨの協賛事業者として、下記のとおり登録を申し込みます。 

なお、申込にあたり、当該事業者及びその役員は、ＴＯＹＡＭＡＴＣＨ事業実施要綱に

記載されている欠格要件に該当しないことを誓約します。 

記 

以下の項目は、実際にサービスを提供する店舗又は施設について、記載してください。 

事業者内で複数の店舗・施設を有する場合など、複数の店舗・施設の一括登録を希望す

る場合、事前に事務局にご相談ください。  

店舗等の名称 ★ 
フリガナ 

  同上 

店舗等の所在地 ★ 

〒 
フリガナ 

 同上 

電話番号 同上 メールアドレス 同上 

店舗等のＨＰのＵＲＬ ★ www.☆☆☆.com 

営業時間★ ９時００分 ～  １８時００分（24時間表記） 

定休日★ 毎週月曜日及び木曜日、年末年始 

サービス区分 

※該当するものに○を 

つけてください。 

※複数選択可能です。 

１ 研修・コンサルティング等、自己啓発に関するもの 

２ 自社製品の割引や来店時の特典の付与に関するもの 

３ 交流や交際継続の場となるお稽古事教室やイベント開催に関するもの 

サービス内容★ 

※割引・特典等の内容 

を具体的に記載して 

ください。 

① 入校料の免除 

② 当社主催講座（コミュニケーション能力UP研修や語学講座等）の受講 

料金を５％割引 

◆次ページに続きます。 

＜記入例＞ 



 

サービス提供期間★ 

※上記サービスの提供 

 期間を記載してくだ 

さい。 

① 例年４月及び 10月の各１カ月間 

② 通年 

サービス部門★ 

※サービス内容が該当 

する部門を1～5か 

ら選び、○をつけ 

てください。 

また、1～5の各分野 

のうち、あてはまる 

ものにレ点を付けて 

ください。 

※複数選択可能です。 

１ 食べる  □和食 □洋食・イタリアン・フレンチ □中華・ラーメン    

□ファストフード・軽食・カフェ □居酒屋・バー 

□その他（          ） 

２ 楽しむ □映画館やボーリングなどの娯楽 □旅行・宿泊 

□温泉・お風呂・リラクゼーション □趣味・習い事・スポーツ  

□その他（          ） 

３ 買う □食品・生活雑貨 □衣料品 □本・文具・CD・DVD(レンタル含む) 

□家電・インテリア・家具・花・園芸 □趣味・アウトドア用品・ 

スポーツ □車・バイク □その他（          ） 

④ 暮らす □理容・美容室・サロン ☑語学・能力開発セミナー・キャリア 

アップセミナー □住宅・不動産 □金融・保険 

□その他（        ） 

５ ウェデ 

ィング 

□式場 □ホテル・旅館 □ジュエリー □ギフト  

□写真・着付け □その他（          ） 

メールマガジンの 

配信 
希望しない場合は□にチェックを付けてください  □ 

広報物品の 

希望枚数 

※ご希望の枚数に 

沿えない場合があり 

ますので、ご了承 

願います。 

・ステッカー （ １ ）枚 

 ※ステッカーは１枚以上としてください。 

・のぼり旗  （ ２ ）枚  

※ポール及び基台等は協賛事業者でご用意願います。 

・三角ＰＯＰ （ ０ ）枚 

紹介文★ 

※サービスの特長など、店舗や施設の紹介文を記載してください。 

婚活に役立つマナー講習や身だしなみ講座なども実施しています。 

※★の項目が運営サイト内で公開されます。 


