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本年のテーマ

LGBTQを始めとするあらゆる少数派が多様性豊かに住みやすい街にしたい。

*年齢・国籍・人種・地域・障がい・立場・性別・病気・学歴・見た目・地位・職業関係なく全ての方が多様性を受け入れ、人生の
土台とも言える地域（家庭）を過ごしやすく、誰もが生きやすい社会を作るために、このパレードを通しその為の一歩を踏み出
したいと考えています。何故ならばLGBTQはどの立場の人の中にも存在するからなのです。



○ 主催 :九州RAINBOWPRIDE 実行委員会

○ 代表 : 三浦暢久

○ 実行委員会 :石内禎子・福村仁志・横山朋香・荒牧明楽・濱田貴士・西田佑・渡辺遥
吉村和都・巣山照訓・花田久美・松井玲子・藤田彰・青井千賀子・髙橋快

計15名

○ 設立 : 2015年4月 実行委員会を発足 同年11月22日に第一回QRPを開催

○ 経緯 :他主催により2007年08年の博多どんたくへパレード参加をしていた2014年に福岡大学の学生により
「福岡でもレインボーパレードをするっ隊」が開催される。初めての単独開催を学生が果たし、これを機
に彼らの意思を引き継ぎ、改めてQRPとして始動、現在で８回目を迎えた。２年間はコロナ禍の影響もあり
全てを「オンライン開催」と言うチャレンジをしましたが、本年は改めてオフラインをチャレンジします！

○ 所在地 :〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通2-3-8 204号

○ 連絡先 : 代表番号 070-3159-7754

○ 事務局 : NPO法人カラフルチェンジラボ
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主催者団体の情報



２０１５年 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年 ２０２２年

5000
6000

7000
9000

12000

《開 催 ⽇》
２０２２年１１⽉０６⽇（⽇）
《時 間》
フェスタ １０時００分〜１７時００分
パレード １４時００〜（約１時間）
《会 場》
冷泉公園 （福岡市博多区上川端町７）
《内 容》
企業ブースPRブース・LGBTQブース・フードコーナー・キッズエリア
有名アーティストによるステージ、有識者によるトークショー（現在調整中）

オンライン開催：
2021年8,584（HP PV数）
2020年12,196（HP PV数）

本年は、ハイブリット開催が目標！

企画のイベント概要



感染対策について
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行政の指導に基づき感染対策を行う

【 出⼊り⼝の感染対策 】
← 全部の⼊り⼝（6箇所）
・⾃動アルコールディスペンサー設置
※マスク未着⽤者には、マスクの配布を⾏う

【 医務室の感染対策 】
・感染対策を施した医療ブースを設置
・緊急対応のできる医師を配置（現在依頼中）

【 会場内の感染対策 】
・会場内の各所に消毒液を設置
・ブース︓出店者への消毒液の設置依頼

︓ブース内の収容許容⼈数を設定
※１ブース４⼈まで（予定）

【 飲⾷エリアの感染対策 】
・椅⼦を置かず、滞在時間を短くする
・ソーシャルディスタンスの確保の呼びかけ
・感染対策（注意喚起）の張り紙をする

【 パレードの感染対策 】
・感染対策を考慮した隊列を検討中
・マスク着⽤/密（ハグ等）回避の呼びかけ

※マスク未着⽤者には、マスクの配布を⾏う

未だ、感染の衰えを⾒せない新型感染症ですが、感染対策を無闇に緩めたり
することはありません。イベント開催にあたっての施策要項は、⾏政の施策
意向に準じて⾏っていく所存でございます。開催までに感染状況や⾏政の意
向を受けまして取り組み内容が変化することがあります。QRPでは、参加者、
協賛企業、出店者、ボランティアなど関わる全ての⼈が健康に当⽇を迎え、
「性の祝典」を皆が安⼼安全に、最⼤に楽しめるように進めていく所存でご
ざいます。何卒、ご協⼒のほどよろしくお願いいたします。



プローモーション計画

WEBの活用 プレスリリース SNS配信/拡散

外部団体との連携LGBTQ支援団体連携 行政との連携

・Googleマップ上にフラッグを立てる

・みんなでスタンプラリー

・ハイブリットなオリジナルホームページ

九州エリアの新聞社・TV局へ。

ネットメディアにもリリースする 等

・弊法人のSNSメディアで配信/拡散

・九州エリアの団体も拡散協力

・LGBTQインフルエンサーとのコラボ

・ LGBTQ関連アプリとのコラボ

・LGBTアライアンスin福岡（LAIF）
１１団体

・九州・山口アライアンス
８団体

と連携し、情報拡散

・こどもばんぱく

・ミナトマチファクトリー

・日本デザイナー学院 等、

約７団体と連携

・福岡市内公民館 148館
・福岡市立校 226校

（支援学校含む）

への 開催のご案内

・福岡県外の自治体

・駐在大使館とも連携予定
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コレクティブインパクトを形成九州プライド⽉間を設定

約１４０,０００部
チラシを配布（電子版も同時配布）



コンテンツ ⼀覧

LIVE 配信フェスタ（冷泉公園）

QRP内部プロジェクト

学生 障がい者 子ども

パレード（博多天神ルート）

〈配信期間〉・2022年11月6日(日)
〈配信方法〉 YouTube ・ Twitter ・ホームページ

〈期間〉・2022年11月6日(日)
〈会場〉 冷泉公園

〈期間〉・2022年11月6日(日) 
〈方法〉
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2019年度QRPスタッフ Tシャツ

現在計画中

こどもばんぱく学生デザインコンペ

「LGBTQ×〇〇」 コラボ企画

レインボー
マッピング
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OFF-line コンテンツ・フェスタ

◆プライド フェスタについて

〈日時〉 11月6日(日)10時～17時～
〈場所〉冷泉公園（左画像参照）
〈住所〉〒812-0026 福岡県福岡市博多区上川端町７

「off-line」でフェスタ開催！！

〈日時〉11月6日(日)10時～17時
〈場所〉冷泉公園
〈住所〉〒812-0026 福岡県福岡市博多区上川端町７

実質的に、3年ぶりの開催となる「off-line」でのフェスタとなります。未だ世間は暗
い⾒通しばかりですが、フェスタを開催し、参加者・企業・⾏政が１箇所に集える貴
重な時間だとおもっています。参加者も「LGBTQとは何︖」ということを知ったり、
また、当事者は社会の変化を感じたり、企業も⾏政もダイバーシティを肌で感じる重
要な機会だと感じております。3年ぶりの開催ですので、たくさんの来場が考えられ
ますが、感染対策をしっかりと⾏い安全に楽しいフェスタを開催して参ります

【 警察/警備会社との連携】
・所轄の派出所（警察）と連携
・警備会社へ会場内巡回警備を依頼
・対応マニュアルの作成

セキュリティ強化でより安全に



〈日時〉 11月6日(日)10時～17時～
〈場所〉冷泉公園（左画像参照）
〈住所〉〒812-0026 福岡県福岡市博多区上川端町７

本年は「オフライン」でパレード開催の予定です。やっぱりみんなで歩きたい︕
当事者の存在を知ってもらうにはパレードが1番︕︕ LGBTQ＋当事者もそうで
ない⼈も、皆で⼀緒に参加してたくさんの体感をしながら歩いて欲しい︕3年ぶりのリアル開催です︕
⾃分らしい姿で参加して欲しいです︕存在をアピールし、誰かのエンパワメントが加速すると確信して
います。オフラインは「まだ怖い︕」と思っている⼈もオンラインで安⼼して参加できます︕国やエリ
ア、何も関係なく思いっきり⾃分らしく参加できる。そんな世界はもっと加速します︕

「off-line」でパレードを開催！
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Onlineで生配信します！

◆レインボー パレードについて

感染対策にて

参加人数 400

OFF-lineコンテンツ・パレード

〈日時〉11月6日(日)14時～（約1時間ほど）
〈ルート〉冷泉公園→博多→天神→公園（帰着）
〈対策〉本年は感染症対策を行いながらの開催

【 今年の挑戦 】第１弾
・⾞椅⼦ユーザー/ろう者/もう者
が参加する際の安⼼安全を確保

誰もがパレードに参加できる

【 九州アライアンスの「わ」】
・九州/⼭⼝８県の団体と当事者で
⼀つの形をつくるパレード

九州/山口８県をつなぐパレード

パレード運営協⼒︓⼀般社団法⼈インクルーシブデザイン協会
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on-lineコンテンツ・ライブ配信

昨年から引き続きで、今年もオンライン配信を⾏います︕ですが、昨年とは全く違います︕
それは、やっぱりみんなが集っているフェスタがいいじゃないですか︕その臨場感を伝えたい︕と思っています。ステージで⾏われて
いることや、会場のブースを巡ったり、そして、⼀緒にパレードを歩いてみたり、QRPのフェスタに参加しているような臨場感を配信
をしたいなと思っています。
配信だけのオリジナルコンテンツができるかどうかはまだ決まっていませんが、絶対に楽しいオンライン配信になることは間違いあ
りません︕

ライブ配信 今年もやります！

◆オンライン配信について

〈日時〉11月6日(日)10時～17時の間
〈配信〉QRP公式YOUTUBE 及び Twitter

【 今年の挑戦 】
・昨年はライブ配信だけだったけど
今年はリアルを届ける「つなぐ︕」

「一緒に参加してる感」伝えます

※イメージです。

※イメージです。※イメージです。



on-lineコンテンツ・ホームページ

ライブ配信と⼀緒で 今年もホームページがそのままプライドフェスタの会場とな
ります。リアルな会場の公園でもフェスタは⾏っていますが、オンラインフェスタ
も⼤事なコンテンツになりました。会場に来れない⼈たちが楽しめる空間を残して
おきたいのです。九州は意外と広いです。そして離島も多い、そうなると開催地で
ある福岡に来るのも難しい⼈がたくさんいます。たくさんの⼈に知ってもらえ
る機会を作りたいと思っています。そして、希望を持ってもらえたらと思って
います。このオンラインフェスタにたくさんの⽅が訪れて、たくさんの体験を
持って帰って欲しいと願っています。

HPのフェスタ会場は健在です

◆オンライン配信について

〈HPオープン〉10月1日(土) ～11月6日(日)
〈閲覧可能期間〉10月1日(土) ～2023年6月末日(金)
〈内容〉オンラインブース出店/バナー広告/プロジェクト紹介ページ等

【 今年の挑戦 】
・会場にはいないけど、いっしょに楽し
んでいるような感覚をつくる︕

「一緒に参加してる感」伝えます

九州一円の
支援団体一覧

首長からの祝辞等



QRP内 プロジェクト︓Rainbow Mapping
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世界からのメッセージが届くのは嬉しいことです。そし
てフラッグの数が増えるほどエンパワメントが強く働く
ようになります。隠れている当事者は⾃分の近くにフ
ラッグを⾒つけることで、孤独が和らぐかもしれませ
ん。誰かわからないが味⽅がいることは確かです。

レインボーマッピングでつなぐ！ ◆レインボーマッピングについて

〈オープン〉10月1日(土) ～11月6日(日)
〈閲覧可能期間〉10月1日(土) ～2023年6月末日(金)
〈内容〉Googleマップにレインボーフラッグを置く

※ ①登録なし：フラッグ１本・メッセージ・GPS固定
②登録あり：フラッグ10本・メッセージ・好きなところにマッピング

世界各国からフラッグが置かれています。SNSの力って本当にすごい！

昨年実績
2021年11月06日時点 1,367本

進行
中

協賛プランあります

マッピング⽬標

3,000本

①⼀般ユーザー

※メールアドレスもしくはSNSアカウントで登録
・レインボーフラッグ︓１0本
・フラッグ１本ごとにメッセージを付けられる

※なんの登録も必要ありません。
・⾃分のいる場所にフラッグ１本たてられます。

②ログインユーザー

スマホ画面

タップ‼

※フラッグは半径50m内で自動でずれるので安心

※フラッグは好きなところに自由に移動できます

選べるフラッグは５種類
プログレス・プライド

フラッグ
レインボーフラッグ

（デフォルト）
トランスジェンダー

フラッグ

あなたはどれを選ぶ!?
好きなフラッグを選ぶ！
応援したい形で選ぶ！

※日本語以外の言語にも対応（Google自動翻訳）

〈マイページ機能〉
※フラッグの設置箇所を修正/削除が可能
※通報機能︓不適切なフラグなどを運営に通報
※パスワードを1回修正可能

アセクシュアル
フラッグ

ノンバイナリー
フラッグ
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QRP内 プロジェクト︓human library

2019年から始まったQRPの中でも⼈気コンテンツの⼀つです。また世間的なバイ
アスでまだまだLGBTQの⾟さは伝わっていないことが多い、その理由に当事者の真
実が全然伝わっていないんだなと思うことがあります。当事者の話を聞ける場は意
外と少ないです。そして、この距離感で話を聞くことがとても重要、パーソナルエ
リアに近い場所で聞く話は臨場感があり、とても伝わるものになります。
⼀度は当事者の話を聞いてみることをはとても⼤事なことだと思います。

当事者の人生を読破しよう♪

◆ヒューマンライブラリーについて

〈開催〉11月6日(日)
〈場所〉QRP会場内
〈内容〉当事者の人生を聞き、LGBTQを深く知る

真実を伝えたい、楽しいだけで終
わらないQRP。当事者が⽣きて
きた世界を⾒て、感じてください

当事者の「真実」を知ってほしい

2019年の実際の風景

2020年2021年はonlineで開催しました。

計画
中

QRP主催の交流会
でも実施予定︕
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QRP内 プロジェクト︓学⽣コラボ

⽇本デザイナー学院さんとのコラボ企画は2016年からスタート、毎年学⽣のデザインのクオリ
ティが上がってるのは⽬を⾒張る勢いです。また、彼らにとっても重要なコラボになります。な
ぜならば彼らにとってもデザインの勉強を始めて最初のプロダクトになるかもしれないコンテス
トですから。私たちにとってもエントリーしてくれた学⽣のデザインは全てが真剣だということ
が伝わってきます。⼤事な作品ですから必ず全てのエントリー作品は皆さんに⾒ていただけるよ
うにしています。LGBTQの基礎知識を持った学⽣が社会⼈になっていくことがワクワクします。

学生と協力すると想像力が爆発

◆学生コラボについて

〈コラボ〉1年生：スタッフTシャツのデザイン
2年生：来年度のポスターのデザイン

〈内容〉LGBTQの授業を受けて、デザインコンペ
優秀賞の作品だけが商品になる

これからの社会をつくる彼らと
新しいものをつくる。社会を変
えるのは彼らです。

学生が新しい世界をつくる

2019年度QRPスタッフ Tシャツ

必ず授業を受けていただいています。

2022年度のポスター原案

・Tシャツ制作&サポート︓株式会社regaty
・デザインサポート校︓⽇本デザイナー学院九州校

進行
中
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QRP内 プロジェクト︓チャレンジPT

私たちにとってもまだまだ挑戦の⽇々です。当事者から話を
聞いたり専⾨家と打ち合わせをしたりを繰り返しながら、学
びながら進めています。思いは⼀つです。社会的マイノリ
ティを作らない、「マイノリティ」を「マイノリティ」たら
しめているのは、マジョリティの意識でしかありません。何
はともあれ、ともに学び、⼀緒に考えることが⼤事だと思い
ます。だからこそ、まずは体験することからスタートしませ
んか︖多数派の常識（バイアス）が変われば確実に⽣きやす
くなるのです

LGBTQ×〇〇は知ってますか？ ◆チャレンジドPTについて

〈開催〉11月6日(日)
〈場所〉冷泉公園（QRPフェスタ会場）
〈内容〉ダブル（トリプル）マイノリティの世界を体験

してもらうプロジェクト

ブース出店：限定２枠（有料）

内容

車いすの人

コラボチーム

⾞いすラグビーチーム
・Fukuoka DANDELION
・

・⾞椅⼦の試乗体験
・⾞椅⼦ユーザとの交流

内容

Blind（ブラインド）の人

コラボチーム

ブラインドサッカーチーム
・ラッキーストライカーズ福岡

・⽬隠で歩いてみよ︕体験
・ブラインドの⼈との交流

内容

deaf（デフ）の人

コラボチーム

現在 調整中

・ステージ 全編⼿話
・on-line配信 全編⼿話
・各ブースにて筆記対応

計画
中進行

中
進行
中

内容

の人

コラボチーム

・MINATOMACHI FACTRY

・QRPコラボグッズの販売
・

計画
中
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QRP内 プロジェクト︓キッズエリア

QRPではお馴染みのキッズエリア、本年からパ
ワーアップして帰ってきました。⼦どもたちには
「遊び」ながら「学んで」ほしいというコンセプ
トのもと、「こどもばんぱく」と⼀緒に企画を練
り直し、⼀層上の企画になりました。⼦供たちの
感性を刺激しながらD&Iを肌で感じられる仕組み
になっています。 未来をつくるこども達は今か
らD＆Iが「当たり前」になっていくのです

キッズエリアは今年もやります！
◆キッズエリアについて

〈開催〉11月6日(日)
〈場所〉冷泉公園（QRPフェスタ会場）
〈内容〉子ども達が自分の力でブースを出店し、皆様と

交流を図ります。一緒に遊んで多様性感じて♩

あそぶ 知 る 感じる
・オリジナルフラッグ作成

（パレード歩こう︕）
・ボードゲームやメンコで遊ぶ
・レインボー遊具で遊ぶ
・ゆるキャラが遊びに来る
・宝探し（エリア内）

・オリジナル商品を物販
（⾃主製作したものなど）

・書籍/絵本のコーナー
(LGBTQに関する読書）

・読み聞かせ
（LGBTQに関する絵本朗読）

・付箋DEダイアログ
（模造紙アート）

・ダンボールオブジェ＆アート
（想像→破壊HE）

・ハッピー落書き
（キッズエリアを飾る）

進行
中

ブース出店：限定２枠（有料）
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オンライン
（ホームページ等）

バナー広告（大）

オンラインブース

研修・講演

オプションプラン

プロジェクト

￥1,200,000 ￥900,000 ￥700,000 ￥400,000特別協賛プラン料金（税別）

相談・コンサル

単独出稿

2社 4社 6社 8社

単独購⼊ or 複数購⼊も可能

QRP2022 協賛プラン ⼀覧

オフライン
（冷泉公園）

○

○

無料（要申込） 100,000円/１回

お見積もり（※NPO法人メニューに準ずる）

◯

Bテント ロゴ（⻘）

1号 先導⾞

○

○

○

2ブース分

○

ー

○

○

○

○

○

◯

Cテント ロゴ（紫）

2号 先導⾞

ー

○

○

１ブース分

○

ー

ー

○

○

○

○

ー

Aテント ロゴ（緑）

3号 先導⾞

ー

ー

○

１ブース分

ー

○

ー

ー

○

○

○

ー

Dテント ロゴ（橙）

ー

ー

ー

ー

１ブース分

ー

○

ー

ー

○

⼤ 100,000円 ⼩ 60,000円

150,000円/１回

お見積もり（※NPO法人メニューに準ずる）

ー ー ー

スピーカ台 100,000円 ステージ下 100,000円

A 85,000円 B 65,000円 C 40,000円

A 70,000円 B 50,000円 C 30,000円

オリジナル マスクケース 65,000円

60,000円 / 1ブース

60,000円 / 1ブース

シルバー ブロンズ

○ ○ ー ー

ステージバックパネル

ステージ:ロゴ掲出

パレード 先導⾞

ポケットテッシュ広告

企業ノベルティ等 配布

配布⽤ショッパー 広告

ブース出店

インタビューブース

セルフフォトブース

ステージPR タイム

ポスター 企業名掲載

SNS告知

スタッフTシャツ

タブロイド誌/広告 ○ ○ ○ ○ 150,000円 80,000円 70,000円 20,000円

○ ○ ○ ー 10,000円 100,000円レインボー・マッピング

橙 緑 黄

20P/

＊ご要望によりメニュー内容の変更や⼊れ替えなどはある程度ご要望にお答えできると思います。気兼ねなくお問い合わせください
＊全ての価格は税抜き表⽰になっています。

20P 20P 20P
1P/

黄緑



ステージ および 隣接テント協賛

シルバースポンサー W800×H800mm (1) (2) (3) (4) 【緑】 ー
レインボースポンサー W3000×H1600mm (5) 【⻘】 ー
ゴールドスポンサー W1600×H1600mm (12)(13) 【紫】 ー
ブロンズスポンサー W1000×H1000mm (14)(15)(16)(17)【橙】 ー
単独出稿 W900×H900mm  (6)(11) 【ピンク】 100,000円（税抜）
単独出稿 W1700×H600mm (7)(8)(9)(10) 【⻩】 100,000円（税抜）

【申込〆切】 08⽉31⽇（⽔）
【データ〆切】09⽉20⽇（⽕）
【掲載時期】 11⽉06⽇（⽇）

600 600

2700

900 7200

900 7200

900 900

900

900

3600 3600

3600

3600

2000

ハイブリッド片流れテント

白シートパネル

スピーカー台

ステージ

ステージ図面

前面 側面

上面

本部 受付Aテント DテントBテント Cテント

(1) (2) (3) (4) (14) (15) (16) (17)
(7) (8) (9) (10)

(5)
(6) (12)(11) (13)

レインボー

ゴールド ゴールド ゴールド ゴールド

レインボー

2019年度のバックパネル

レインボースポンサー（２社）

ゴールドスポンサー （４社）

【特別協賛 バックパネルロゴ掲出】

購⼊可能エリア



ブース出店（オフライン）

企業/⼀般 60,000円（税抜） 机1台（1800×450mm）・椅⼦2脚

団体（⾮営利） 15,000円（税抜） 机1台（1800×450mm）・椅⼦2脚

飲 ⾷ 60,000円（税抜） 机2台（1800×450mm）・発電機（2kw）

2670mm
×

3560mm

※ブース出店 申込書提出必須（事前要確認）

【出店数】
・企業⼀般ブース︓54ブース
・⽀援団体ブース︓10ブース
・飲 ⾷ ブース ︓08ブース（限定）

ブースサイズ 料 ⾦ 基本セット

(イメージ)

こちら側が正⾯になるB・Cブロック こちら側が正⾯になるA・E・D・Fブロック

A・E・D・Fブロックのテントの向き B・Cブロックのテントの向き

※オプション︓発電機2kw（別途5,500円）

【申込〆切】 08⽉31⽇（⽔）
【出店時期】 11⽉06⽇（⽇）

※ ブース数を２つ以上にする場合１ﾌﾞｰｽ / 50,000円（税抜）×個数
※ on-line×off-line（両⽅出店の場合）出店料 100,000円（税抜）

※オプション︓発電機2kw（別途5,500円）

出店(非営利）におけるLGBTQ支援団体の該当条件
（下記２点の該当団体を優先とします）

①LGBTQ支援を主とする非営利の活動団体であること
②九州・山口エリアに活動拠点を置く団体であること

・運営上/ギリギリの予算で行っているので一定以上の数
を増やせないことが大きな理由です

※①

※①



ブース出店（WEB）

【申込期限】 08月31日（水）
【データ締切】 09月30日（金）
【公開期間】 HP：10月01日（土）〜翌年06月末日まで
【イベント本番】 11月06日（日）
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１DAY 60,000円（税抜）

・QRPのホームページがフェスタ会場です。ブース出店をすることができます。HP上でブースをクリック
するとブース詳細ページに移動し、閲覧/申込できるようになります。

１DAY 15,000円（税抜）
【LGBTQ⽀援団体申込価格】

【企業（⼀般）申込価格】クリック‼

専用ページ（ブース）へ移動

ブース概要
（レイアウトはこちらにお任せください）

⭐最大３つまでのフォームを組めます⭐

※HPの公開期間が2023年6月末日まですが、イベント終了後にブースを非公開にすることもできます。
※製作期間：最短で２週間を予定、修正は２回まで。3回目からは有料。 ※修正費 ¥10,000/回

SNSのアイコンをつけることもできます。

※ on-line×off-line（両⽅出店の場合）出店料 100,000円（税抜）

出店(非営利）におけるLGBTQ支援団体の該当条件
（下記２点の該当団体を優先とします）

①LGBTQ支援を主とする非営利の活動団体であること
②九州・山口エリアに活動拠点を置く団体であること

・運営上/ギリギリの予算で行っているので一定以上の数
を増やせないことが大きな理由です

※①



WEBサイト︓バナー

・QRP公式サイトにリンクバナーを掲載します。
※プランにより掲載位置は予め決定しています。ご了承ください

【申込締切】 09⽉30⽇(⾦)
【掲載期間】 10⽉01⽇以降随時〜2023年6⽉末⽇まで
【 データ 】 完全データ⼊稿（URLとともに指定ください）
【データ締め切り】 09⽉30⽇（⾦）

バナー広告（281px×72px）（大） 100,000円（税抜）

バナー広告（140px×72px）（小） 60,000円（税抜）

（特別協賛企業はこちらの⼤きさにて掲載になります）

【単独出稿枠】
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72

※申込の締め切りは9⽉30⽇となっていますが、HPに反映されるのは２週間〜３週間かかります
ので、できるだけ早い段階での申し込みをお勧めします。



【広告仕様】 72mm×103mm カラー
【広告データ〆切】 09⽉02⽇（⾦）
【配布時期】 11⽉06⽇（⽇）

その他の協賛メニュー

【広告仕様】 A4サイズに収まるもの、⽴体物は要相談
※薄いものや、⼩さいものをお願いいたします。

【申込〆切】 09⽉02⽇（⾦）
【持ち込み〆切】 09⽉30⽇（⾦）※封⼊作業があるため厳守でお願いします

【配布時期】 11⽉06⽇（⽇）

※タブロイド紙と⼀緒に来場者へ配布します︕

（パレード・フェスタ当⽇の会場内で配布）
※タブロイドと⼀緒に来場者へ配布します︕

＊ NGなモノ︓割れ物・保存できない物・⾷べ物・ページ数の多いパンフレット等

◆ポケットティッシュ広告協賛

◆企業パンフレット、試供品、ノベルティなどの配布

3,000個 85,000円（税抜）

2,000個 65,000円（税抜）

1,000個 40,000円（税抜）

2,000個 70,000円（税抜）

1,000個 50,000円（税抜）

500個 30,000円（税抜）

【広告仕様】 ケース全体
【広告データ〆切】 09⽉02⽇（⾦）
【配布時期】 11⽉06⽇（⽇）
※弊団体で配布 or ⾃ブースで配布、選択できます

◆オリジナルマスクケース（⼆つ折り）の作成

1,000個 65,000円（税抜）

オリジナルマスクケース（二つ折）

221

展 開

140

畳んだ状態

116
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レインボーマッピング協賛 広告

掲載費用

・企業情報を掲載し、メッセージを届ける
企業情報︓⑴企業名 ⑵HPのURL ⑶連絡先 ⑷住所 ⑸コメント/40⽂字以内

・アイコンを選べる
※レインボーハウス（デフォルト） OR 画像添付/企業ロゴなどのアイコン設定）

・クーポンなどを設置することもできる

・登録はweb上からのエントリーが可能
①エントリーには条件があります（現在制作中）
②10本以上の登録希望及び、法⼈契約が必須の場合は担当へ問い合わせをください

私はここにいるよ！

※個人が立てたフラッグとコメント

※掲載期間は弊団体のHP（フェスタ会場）の更新と同じフローで展開 １本 10,000円（税抜）

２０本 100,000円（税抜）
・登録期間：10月1日〜随時

〈運⽤場所〉 Googleマップ上

〇〇株式会社 大名支店

HP：URL
連絡先：
住所：
コメント：
私たちはLGBTQ当事者の
皆様に歩んでいく企業です。
気軽にお問い合わせくだ
さい

概要

・掲載期間：10月1日〜2022年 6月末日

※登録完了のち、QRPのフライヤ・ポスター/登録完了書等の案内が届きますので、事務所や店舗などに設置をお願いいたします。
・マップ上の貴社情報を閲覧した参加者は「LGBTQフレンドリー」だと認識しますので、フライヤーの店舗設置、必須でお願いします
・登録完了後にLGBTQに関する案内を送付します。レインボーマッピングの意義や注意事項などを記載してます。必読をお願いいたします

※閲覧/投稿は、QRPホームページからしか⼊るもしくは直接URLの⼊⼒することでアクセスできます

※掲載の仕様

・⽇本地図が⼩さい（広範囲）閲覧になると地図上のフラッグ表⽰バランスが悪くなるためだが、改善するには現状では難しい状況にあるため

広範囲閲覧（遠くを⾒る）
・フラッグ（個⼈）のみの表⽰

市街地閲覧状態（近くを⾒る）
・企業アイコン&情報が⾒える



タブロイド紙 広告

【発⾏部数】 7,000部
【体裁】 D３判/カラー（４⾊）２つ折り・ １2ページ（予定）

【データ〆切】 08⽉31⽇(⽔）
【配布時期】 10⽉20⽇〜11⽉06⽇（当⽇まで）
【配布先】 パレード・フェスタ当⽇の会場 及びLGBTQ関連の飲⾷店や店舗等

イベント当⽇の会場マップやステージのタイムスケジュールなど、来場者に必読のイベントガイド
こちらに広告を掲載します。⼀部プランに関しましてタイアップ記事等掲載もします。

・特別広告枠（WEB特別記事と同じでも構いませんし。単純なる広告としても構いません。）
①レインボー枠 ︓ 枠内に収まるものでしたらご⾃由に使ってください（２枠）
②ゴールド枠 ︓ 枠内に収まるものでしたらご⾃由に使ってください（４枠）
③シルバー枠 ︓ 枠内に収まるものでしたらご⾃由に使ってください（６枠）

※プランにより掲載ページ/位置は予め決定しています。また掲載情報の変動により本誌の項数が予告なく変動することも合わせてご了承ください。



タブロイド紙 広告

特別広告枠 P1ページ下部 データサイズ ︓ H100mm×W255mm （完全データ⼊稿） 150,000円（税抜）

広告枠（橙） 8〜13ページ データサイズ ︓ H100mm×W125mm （完全データ⼊稿） 80,000円（税抜）

広告枠（緑） 6・7ページ データサイズ ︓ H90mm×W70mm （完全データ⼊稿） 70,000円（税抜）

名刺広告（⻩） 15ページ データサイズ ︓ H40mm×W80mm （完全データ⼊稿） 20,000円（税抜）

詳しくは担当に問い合わせください

150,000円（税抜）

70,000円（税抜）

80,000円（税抜）

20,000円（税抜）



レインボースポンサー 2社

ゴールドスポンサー ４社

シルバースポンサー ６社

【メニュー】

【仕様】
・制作枚数︓約5000枚を予定（本体はホワイト）
・プリント︓フルカラー

✴配布⽤ショッパーは、当⽇のさまざまは配布物に使⽤するのと、事前に配る際にも使⽤します。

【データ〆切】 08⽉31⽇（⽔）
【配布時期】 11⽉06⽇（⽇）

2022

レインボー

ゴールド

ゴールド

シルバー

シルバー

シルバー

レインボー

ゴールド

ゴールド

シルバー

シルバー

シルバー

※イメージです

◆オリジナルショッパー ◆スタッフTシャツ

レインボースポンサー 2社

ゴールドスポンサー ４社

【メニュー】

【Tシャツ仕様】
・制作枚数︓約150着（本体はホワイト）
・プリント︓フルカラー

✴スタッフTシャツはボランティアスタッフのお⼟産になります

【広告データ〆切】08⽉31⽇（⽔）
【掲載時期】 11⽉06⽇（⽇）

特別協賛パッケージ



・発⾏部数 200,000部
・体裁 A５判/カラー（４⾊）

【配布時期】 08⽉15⽇〜11⽉06⽇（当⽇）まで
【記載条件】 特別協賛のご契約
【掲載内容】 ロゴ掲載ではありませんのでご容赦ください

・発⾏部数 5,500部
・体裁 A３判/カラー（４⾊）

特別協賛パッケージ

◆開催告知ポスターに協賛企業名を掲載

◆開催告知チラシ

◆インタビューブースにロゴ掲載

◆セルフフォトブースにロゴ掲載

【データ〆切】 08⽉31⽇（⽔）
【掲載時期】 11⽉06⽇（⽇）
【掲載場所】 QRP会場内特設ブース

【配布先】
・福岡市内市⽴学校（⼩学校/中学校/⾼校/⽀援学校）

約140,000⼈の⽣徒児童へ配布予定（電⼦配布もします）
・LGBTQフレンドリーな飲⾷店（バー・カフェ・レストラン）・公共のスペース等
・住吉界隈のゲイバー等の飲⾷店 ✴パレード・フェスタ当⽇の会場

【掲載条件】
レインボー・ゴールドスポンサー

【内容】
企業ロゴの掲出

【掲載条件】
シルバー・ブロンズスポンサー

【内容】
企業ロゴの掲出

＊イ
メー
ジ

＊イ
メー
ジ



掲載 レインボー（２社）・ゴールド（４社）・シルバー（６社）

【データ〆切】 08⽉31⽇（⽔） 【掲載時期】 11⽉06⽇（⽇）

2800

900

【掲載方法】・横断幕サイズ（横2800×縦900mm）

・⓪号 （支援団体）

・①号車 （片面ずつ）

・②号車 （片面２等分）

・③号車 （片面２等分）

・④号車 （片面２等分）

※⓪号 このフロートには広告がありません

◆パレード先導⾞/横断幕への掲出メニュー

特別協賛パッケージ

パレードコース（予定）



相談・コンサル等

研修・講演
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※オンライン研修対応可能

社内取り組みに関する相談・社内調査・コンサルティング・商品企画・マーケティング

オプションプラン

荒牧明楽（アラマキアキラ)

理事 / 講演・研修グループ リーダー
NPO法人カラフルチェンジラボ

三浦暢久（ﾐｳﾗ ﾉﾌﾞﾋｻ)

代表理事

NPO法人カラフルチェンジラボ

⽣年:1985年 出⾝:福岡県柳川市
幼少期から⾃分の性別に対して違和感を感じながら過ごす。⼈と違うことで
孤⽴感を持ちながら⽣きてきたが、⾼校時代に「性同⼀性障害」という情報を
知り、同じような⼈達と出会うことで救われる。
同じように苦しんでいる⼈達の⼒になるため、⼤学⽣時代からトランスジェン
ダーを中⼼とした啓発活動を⾏う。
2017年「OVER THE RAINBOW」を発⾜、⾃⼰を知るための講義やコミュニ
ケーション に関するワークショップ等を⾏い、すべての⼈々が個性を認め合
い、協⼒し合える尊厳社 会をつくるため活動を中⼼に⾏っている。
2018年に九州最⼤のLGBT啓発イベント「九州レインボープライド」の実⾏委
員会に参加 し運営に携わるようになる。
2019年よりNPO法⼈カラフルチェンジラボにも所属し、企業や学校などで
LGBTの研修・ 講演会党で講師を務める。

出⽣︓1977年 出⾝︓宮崎県⽇向市
30 歳で⾃⾝がゲイであることを隠さず⽣きることを決め、 カミングアウト。翌
年アロマヒーリングサロン OPEN。
約 2300 名のカウンセリングをする中で、LGBT もそうでない⼈も含め、沢⼭の
⾃由に⽣き ていない⼈たちと向き合う。その経験からセクシュアリティに関係
なく、誰もが偏⾒のない世 の中で幸せに暮らせる社会を⽬指し、2015 年より
活動をスタート。これまでたくさんのプロ ジェクトを⼿がけてきたが 2018 年
に各プロジェクトをまとめ、NPO 法⼈カラフルチェンジ ラボを設⽴。現在は福
岡市を中⼼に多くの企業より賛同を受け、企業・地域/学校にも講演活 動や研修
/アドバイザーとして幅広く活動中

LGBTQへの取組みといっても、実際に企業としてどこ⽅スタートしたらいいのかわからないことがたくさんあると思います。管理職や経営層の⽅、担当者の
皆様も多く悩んでいらっしゃるのではないでしょうか︖また取り組みを始めたもののうまく機能していなかったり、活⽤まで⾄っていないケースもあるので
はないでしょうか。企業によっても様々な個性がありますので、その課題と段階は様々です。弊団体にて、今まで培ってきた情報にて現状を把握して、⼀歩
踏み込んだ施策の提案や、取り組みのお⼿伝いをさせていただきます。お気軽にご相談ください。

差別禁止規定や企業方針などの明文化

研修や勉強会、セミナーや対話など

社内風土の醸成や、制度見直しや整備

社内コミュニティ形成や相談窓口など

LGBTQ商品企画やマーケティング等

研修や勉強会、セミナーや対話など

レインボー/ゴールド ー
シルバー / ブロンズ 100,000円（税抜）

単独（1回） 150,000円（税抜）

ご相談内容によってお見積もりをさせていただきます

まずは⼀度 ご相談ください



九州レインボープライドの運営⺟体でもある「NPO法⼈カラフルチェンジラボ」では、QRPだけでなくさまざまな活動
をしています。その⼀つとして現在、「ダイバーシティアカデミア」を⽴ち上げ、ダイバーシティをどのように進
めていくのがいいのか︖やりたいけどわからない、学ぶ機会がどこにもないなどのご要望があり、弊法⼈で企業向けの
プラットフォームを作成することとしました。

参加企業 募集

・弊法⼈からの情報提供でD＆Iを学ぶことができる
・他社の実践事例を知ることができる
・⾃社の悩みを他社事例から解決のヒントを得られる
・相談も⾃由にできる

D＆I プラットフォーム

LGBTQ
のことって

本当にやらなきゃ

いけないの︖

取り組みしたいけど
うちには当事者いないし ⾃社のやるべきことが

少し⾒えてきた︕

他社はD＆I
のこと

どうやってしてるの︖

D＆Iの担当は私1⼈だから

誰にも相談できなくて苦しい

D&Iってどこから
スタートしたいいの︖

DIVERSITY ACADEMIA 始まります︕

D&I プラットフォーム

For Biz

ご興味がある⽅はまずはお問い合わせください

参加は無料！



賛助会員（年間寄付）

賛助会員（年間継続含）および寄付の募集

寄付および賛助会員の募集

「九州レインボープライド実⾏委員会」および「NPO法⼈カラフル
チェンジラボ」では、弊団体の活動趣旨にご賛同いただき、ご寄付を
いただける個⼈、団体の⽅を募集しております。弊団体は、協賛プラ
ンによるご⽀援だけではなく、多くの⽅からのご寄付によって、活動
が継続できております。ご協賛プランと併せてご検討いただけました
ら幸いです。

寄付

賛助会員（個⼈） 賛助会員（法⼈）
・ 3,000円 / 年額
・10,000円 / 年額

・ 10,000円 / 年額
・120,000円 / 年額

寄付
・ 500円 〜（お好きな⾦額を）

QRコードを読み込んでください。寄付メニュー画⾯（syncable）に遷移します。
メニューを選択しクレジット決済にて寄付ができます。



お問い合わせ

「九州レインボープライド実⾏委員会」および「NPO法⼈カラフルチェンジラボ」では、貴社のLGBTQ⽀援に関する
取り組みのお⼿伝いができればと考えております。CSR活動/CSVとしても、またLGBTQマーケティングに関してまで、幅広くご相談ください。

また、ご協賛プランも、ご要望に合わせたアレンジを組むこともできますので、
ご不明点などございましたら、お気軽に下記アドレスまでお問い合わせくださいますと幸いです。何卒よろしくお願いいたします。

九州レインボープライド実⾏委員会
メールアドレス ︓ q.rainbowpride@gmail.com



企画提案及びご協賛のご案内

主 催 ︓ 九州レインボープライド実⾏委員会
事務局 ︓ NPO法⼈カラフルチェンジラボ

九州RAINBOW PRIDE2022


