
1 

 

 

高崎経済大学 学園祭 

第 64 回三扇祭 

協賛のご案内 
  

公立大学法人高崎経済大学 第 64回三扇祭実行委員会 

〒370-0801 群馬県高崎市上並榎町 1300 

TEL/FAX  027-386-5233（実行委員会室直通） 

Mail mitsuougisai.tcue@gmail.com 

URL  https://mitsuougisai-tcue.mystrikingly.com 

Twitter https://www.twitter.com/mitsuougisai/ 

Instagram  https://www.instagram.com/mitsuougisai/ 

mailto:mitsuougisai.tcue@gmail.com
http://www1.tcue.ac.jp/home1/mitsuogi/
https://www.twitter.com/mitsuougisai/
https://www.instagram.com/mitsuougisai/


2 

 

目次 

三扇祭実行委員会とは／委員長・渉外局長挨拶・・・・・・・・・・・・・３ 

三扇祭への協賛のご案内 

三扇祭企画概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

協賛形態概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

寄付金協賛・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

物品協賛・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

広告協賛・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

配布協賛・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 

ポスター掲示について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 

 第６２回三扇祭 活動報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 

 第６３回三扇祭 活動報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 

 第６２回三扇祭 協賛企業一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 

お問い合わせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19  



3 

 

三扇祭実行委員会とは 

三扇祭実行委員会とは、本学の有志により構成されている学生団体の一つで、三扇祭の企画・運営を 

行うとともに、毎年春に新入生を対象とし、構内で行う「新入生歓迎会」の企画・運営を行っています。 

また、学生団体の一つとして、大学の様々な活動に参加しています。 

当委員会は総務局、企画局、渉外局を組織しており、現在は男女計 38人で活動しています。 

委員長・渉外局長挨拶 

いつも三扇祭実行委員会の活動にご理解とご支援をいただき誠にありがとうございます。 

 三扇祭は高崎経済大学の開学当初から開催され、今年で 64 回を迎える群馬県内でも有数の伝統をも

つ文化祭となって参りました。これもひとえに皆様のご協力の賜物だと存じております。 

 私ども三扇祭実行委員会は、三扇祭開催に向け日々活動しております。来場者の皆様に楽しんでいた

だけるような企画の開催や当日の運営をはじめ、パンフレットの作成などより多くの方に三扇祭を知っ

てもらうための広報活動も行っています。 

 昨年は新型コロナウイルスの影響で開催が危ぶまれましたが、史上初のオンライン開催という形で開

催させていただくことができました。 

 今なお予断を許さない状況ではございますが、「新しい生活様式」の中で学園祭の新たな形を模索し、

来場者の皆様に笑顔をお届けできればと思っております。 

 今年も様々な企画を実施したいと考えており、私たちも成功に向け努力をしていく所存ではございま

すが、よりよい学園祭を創り上げるためにぜひ皆様のお力をお借りさせていただきたく思います。 

 大変恐縮ではございますが、ご協力いただけると幸いです。 

第 64回三扇祭実行委員会 委員長 長濱誠弥 

 

 

 この度は協賛のご案内をご覧いただき誠に有難うございます。 

 昨年は新型コロナウイルスの影響により、皆様のお力をお借りすることができなく大変忸怩たる思

いであります。しかしながら皆様のご理解とご協力のもと、第 63回三扇祭は史上初のオンライン開催

として成功を収めることができました。 

 今年の第 64回三扇祭は感染症対策を徹底した上で、従来通り大学構内で開催する予定です。学生や

地域の方々に笑顔と活力を提供する所存ではございますが、感染症対策を並行しなければならないた

め、皆様方のご支援なくては運営が厳しい状況にございます。つきましては、誠に勝手なお願いで恐

縮ではございますが、第 64回三扇祭へのご協賛を賜りたいと存じます。 

 本事業がご協賛いただいた皆様と、学生や来場者の方々との懸け橋になるものと確信いたします。

皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

第 64回三扇祭実行委員会 渉外局長 川田勝之 
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三扇祭企画概要   

【日程】 2021年 10月 29日(金)～10月 31日(日) ３日間 

【会場】 高崎経済大学 

【アクセス】 高崎駅(JR上越・北陸新幹線、上越線、信越本線、高崎線、両毛線。上信電鉄線)より 

群馬バス「経済大学前」・市内循環バスぐるりん「高経大前」にて下車 

【運営】 高崎経済大学三扇祭実行委員会 

【来場者数】 7000人(推定) 

【入場料】 無料 

【テーマ】 BREAK!!! 

三扇祭によってコロナの憂鬱な気分

を断ち切る「Break:壊す」、三扇祭

がリフレッシュの場になる「Break:

休憩」、三扇祭が元気になるきっか

けになる「Break:夜明け」という３

つの想いが込められています。 

 

【過去の企画内容】 

＜ステージ企画概要＞ 図書館前に特設ステージを建設し、連日様々な企画を行います。 

 

●芸能企画 

 毎年豪華なゲストをお招きし、ステージを盛り上げていただきます。出演者の発表は例年８月上旬です。 

◎過去の出演者（敬称略） 

第 61回 ＡＮＺＥＮ漫才、ジェラードン、アモーン 

第 62回 吉川愛、天竺鼠、ランパンプス 

第 63回 アインシュタイン、インポッシブル、トット 

 

●ミセイチコンテスト 

模擬店店員で一番の美男美女＝「ミセイチ」が由来の毎年恒例のミス

ター・ミスコンテストです。学内投票で予選審査を行い、三扇祭当日の

来場者の投票によりグランプリを決定します。 

 

●景品プレゼント企画ゆ～がったチャンス！ 

来場者の方々や学生に簡単なゲーム等に参加していただき、当選者に企業様にご協賛していただいた 

景品を差し上げます。例年 3択クイズ、ビンゴ大会、宝くじ、じゃんけん大会を実施しています。 
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●エンディング抽選会 

  来場者の方々、三扇祭に参加していただいた学生への 

感謝を込めて、三扇祭を締めくくる閉祭式にて大抽選会を行

います。当選者には企業様にご協賛していただいた景品を差

し上げます。 

 

●ステージ発表 

学内外から参加団体を募集し、図書館前ステージにて素敵

なパフォーマンスをしていただく企画です。 

例年、ダンスやアカペラ、楽器演奏、書道パフォーマンス

など約 10団体が参加いたします。 

 

●のど自慢大会 

●ダンスコンテスト 

●クイズ大会 

●大喜利企画 など 

 

 

＜構内企画概要＞ 

 

●ウォークラリー 

来場者の方々に、教室展示などを回り、クイズに答えながらス

タンプを集めていただきます。参加者にはご協賛していただいた

景品を差し上げます。 

 

●一般企画 

作品展示や活動報告、体験など例年約 30団体による企画展示が行われます。 

 

●模擬店 

約 60団体が工夫を凝らしたメニューで販売合戦を繰り広げます。 

 

 

 

 

※企画内容に関しましては変更になる場合がございます。予めご了承ください。 

※画像は新型コロナウイルス感染拡大前の第 62回三扇祭（2019年 10月 31日～11月３日）のものです。 

 当日は来場者への検温、構内の消毒などの徹底した感染症対策を行います。 
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協賛形態概要   

当委員会では、企業の皆様と来場者や学生との架け橋となるよう、以下のような協賛形態をご用意しており

ます。それぞれの協賛形態の詳細は本案内の該当ページをご覧ください。 

 

●寄付金協賛（７頁へ） 

第 64回三扇祭の主旨にご賛同いただいた場合、協賛金をいただくものです。 

 

●物品協賛（８頁へ） 

第 64回三扇祭で行う各種企画にて参加者に配布する景品を提供していただくものです。 

 

●広告協賛（９頁へ） 

当委員会が作成し、来場者全員に無料配布するパンフレットに広告を掲載させていただくものです。 

 

●配布協賛（11頁へ） 

来場者にチラシや金券・クーポン、サンプリング製品などを配布させていただくものです。 

 

 

※当委員会では具体的に上記のような協賛形態を予定しておりますが、何かご要望がございましたら、 

検討させていただきますのでぜひお聞かせください。 

 

 

 

当委員会では、個人情報・協賛金・協賛品に関して以下のことを遵守いたします。 

 

◎個人情報について 

当委員会では渉外活動に際して知り得た個人情報は、当委員会から連絡を行うなど第 64回三扇祭に 

必要な場合のみ使用いたします。 

また、高崎経済大学・行政機関・司法機関などから要請があり個人情報の開示の義務が発生した場合を 

除いて、第三者への個人情報の提供は行いません。 

 

◎協賛金について 

 貴社より賜りました協賛金はすべて第 64回三扇祭の運営にのみ利用いたします。 

 

◎協賛品について 

 貴社より賜りました協賛品はすべて第 64回三扇祭の企画において配布いたします。 
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寄付金協賛 

●日程 

 協賛申込開始日  ６月１日(火) 

協賛申込締切日  １０月２２日(金) 

寄付金振込締切日 １１月３０日(火) 

報告書送付    １１月中旬 

 

●お支払い方法 

契約締結時に即金でのお支払いまたは口座振込みによるお支払いのみとさせていただきます。 

※振込み手数料は貴社にてご負担願います。 

※他の協賛形態にお申込みいただいている場合は、この限りではありません。 

 

●協賛額 

 1口 1,000円から承ります。 

 

●御礼 

・三扇祭の会場にて来場者に無料配布いたします、当日案内のパンフレットに掲載する協賛企業一覧に貴社

名を掲載させていただきます。 

・三扇祭公式サイトに貴社名を掲載させていただきます。 

・三扇祭の会場内にて設置いたします看板に、貴社名または企業ロゴを含む広告を掲載させていただきます。 

※特設ステージが建設される図書館前広場と構内の休憩所に看板を設置、また会場内に貴社の企業ロゴや 

広告を用いた旗を制作し掲示する予定です。（別紙にてご案内いたします。） 

※ご要望があればご協賛していただいた企業は無償で配布協賛も行うことが可能です。 

詳しくは本案内の該当ページ（11頁）をご覧ください。 
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物品協賛    

●日程 

協賛申込開始日     ６月１日(火) 

協賛申込締切日     ９月３０日(木) 

物品発送締切日     １０月１５日(金)必着 

報告書送付       １１月中旬 

 

●御礼 

・三扇祭の会場にて来場者に無料配布いたします、パンフレットに掲載する景品提供企業一覧に貴社名を掲

載させていただきます。 

・三扇祭公式サイトに貴社名を掲載させていただきます。 

・各企画中に貴社名をアナウンスさせていただきます。 

・三扇祭の会場内にて設置いたします看板に、貴社名とご協賛いただいた商品名または貴社の企業ロゴを含

む広告を掲載させていただきます。 

・ポスター掲示やチラシ配布などの条件が必要な場合は柔軟に対応させていただきますので、契約の際にご

相談ください。 

※特設ステージが建設される図書館前広場と構内の休憩所に看板を設置、また会場内に貴社の企業ロゴや

広告を用いた旗を制作し掲示する予定です。（別紙にてご案内いたします。） 

※ご要望があればご協賛していただいた企業は無償で配布協賛も行うことが可能です。 

詳しくは本案内の該当ページ（11頁）をご覧ください。 

 

●お申し込みの際の注意 

・商品の郵送費は、貴社にて負担願います。 

・当委員会が所有する SNSにて景品を紹介させていただく場合がございます。 

・消費・賞味期限があるものに関しましては、三扇祭最終日（10月 31日）から 2 週間程度は日持ちするも

のをお願いいたします。ただし、生鮮食品や温度管理が難しいもの、日持ちしないものに関しましてはご

相談ください。 
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広告協賛 

●パンフレット概要 

例年約 3000部発行し、無料で配布します。当日の企画スケジュールや会場マップなどを掲載した約 40 

ページの冊子です。デザイン会社に依頼して作成しておりますので、とても見やすくきれいな仕上がりにな

ります。来場者だけでなく学生や協賛企業様など多くの方にご覧いただいております。 

 

●日程 

協賛申込開始日 ６月１日(火) 今年度は感染症対策の観点から、電話・メールでのご対応の後に、

     ６月末ごろに契約書等を郵送します。 

協賛申込締切日 ７月３１日(土) 契約書等の書類返送は７月３１日(土)必着でお願いします。 

     デザインはメールまたはデザイン指定書への記入で承ります。 

パンフレット送付日 １０月頃 デザイン会社から納品されたパンフレットをお渡しします。 

     代金はお渡し時にお支払いください。 

 

●広告サイズ・料金表 

 広告サイズ 広告料 

Ａ 4.5cm×6.5cm 4,000 円 

Ｂ 4.5cm×13.0cm 8,000 円 

Ｃ 4.5cm×19.5cm 12,000 円 

Ｄ 9.5cm×19.5cm 20,000 円 

Ｅ（片面１ページ） 23.5 ㎝×19.5 ㎝ 50,000 円 

※全ページ白黒になります。 

 

●お支払い方法 

お支払い方法は以下の２種類からお選びいただけます。 

①パンフレット受け渡しの際にお支払い 

②口座振込みによるお支払い  ※手数料は、貴社にて負担願います。 

（※今年度は契約締結時の即金でのお支払いはご遠慮させていただいております。） 

 

●お申し込みの際の注意 

・広告に政治的・宗教的な内容が含まれる場合など三扇祭の趣旨にそぐわない場合には、広告掲載をお断り

させていただく場合がございます。 

・ページの指定はレイアウトの都合上出来かねます。ご了承ください。 

※ご要望があればご協賛いただいた企業様は無償で配布協賛またはポスター掲示を行うことが可能です。

詳しくは本案内の該当ページ（11頁）をご覧ください。 
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広告欄 Ｂサイズ 

4.5cm×13.0cm 

広告欄 
Aサイズ 

4.5cm×6.5cm 

広告欄 Ｃサイズ 

4.5cm×19.5cm 

 

広告欄 Ⅾサイズ 

9.5cm×19.5cm 

広告欄 Ｅサイズ 

23.5cm×19.5cm 

●パンフレットの広告掲載例 

※画像は一昨年のパンフレットです。実際の大きさとは異なります。 
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配布協賛 

●概要 

来場者の方々や学生にチラシや金券・クーポン、サンプリング製品などを配布することによるご協賛です。 

 

●日程 

協賛申込開始     ６月１日(火) 

協賛申込締切日    ９月３０日(木) 

配布物発送締切日   １０月１５日(金)必着 

代金振込締切日    １１月３０日(火) 

報告書送付      １１月中旬 

 

●配布方法 

三扇祭の来場者の方々に、パンフレット配布所にてパンフレットとともに配布いたします。 

 

●代金 

100 部 1,000 円（100 部単位） 

 

●配布枚数 

最大 2,500 部 

 

●お支払い方法 

契約締結時に即金でのお支払いまたは口座振込みによるお支払いのみとさせていただきます。 

※振込み手数料は貴社にてご負担願います。 

 

●お申し込みの際の注意 

・協賛品の郵送費は、貴社にてご負担願います。 

・配布物をお預かりする前に、原本をデータまたは写真等で確認させていただきます。 

・協賛品に政治的・宗教的な内容が含まれる場合など第 64 回三扇祭の趣旨にそぐわない場合には、配布協

賛をお断りさせていただく場合がございます。 

・衛生管理上、生鮮食品や温度管理が難しいもの、消費・賞味期限が短いものはご遠慮させていただきます。 

 

●他の協賛形態でご協賛いただいた企業様へ 

ご要望があれば、他の協賛形態でご協賛いただいた全ての企業様には指定範囲内ではございますが無償で

配布協賛も行わせていただきます。ご契約の際にご要望ください。 

配布枚数 1,000 部以内 

※配布内容は配布協賛と同様です。 

※寄付金協賛・広告協賛による無償配布に追加して配布協賛を行うことも可能です。 
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ポスター掲示について 

ご要望があれば、他の協賛形態でご協賛していただいた企業様には指定範囲内ではございますが 

無償で貴社のポスターを掲示させていただきます。各協賛のご契約の際にご要望ください。 

 

●掲示期間 

第 64回三扇祭期間中 ３日間 

 

●掲示場所 

各企画会場（予定） 

 

●掲示枚数 

５枚以内 

 

●日程 

掲示申込  各協賛契約時 

ポスター発送締切日 １０月１５日(金)必着 

報告書送付  １１月中旬 

 

●お申し込みの際の注意 

・ポスターのサイズは問いません。 

・ポスターの郵送費は、貴社にて負担願います。 

・ポスターに政治的・宗教的な内容が含まれる場合など三扇祭の趣旨になじまない場合には、ポスターの掲

示をお断りさせていただく場合がございます。 

・掲示したポスターの返却は出来かねますのでご了承ください。  
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第 62回三扇祭 活動報告 

【日程】 2019年 10月 31日(木)～11月３日(日・祝) 

【会場】 高崎経済大学 

【来場者数】 5080人 

【テーマ】 irodori 

【企画内容】 

 ＜ステージ企画＞※実際に開催された順番でご紹介します。 

・１日目 

 ●開祭式 

 ●吹奏楽部演奏 

 ●ミセイチコンテスト セミファイナル 

 ●早食いチャンピオン決定戦 

  数々の模擬店料理の完食タイムを競う企画です。 

 ●のど自慢大会 

  挑戦者の歌唱力を競う企画です。 

 ●景品プレゼント企画ゆ～がったチャンス！ 

  来場者を対象としたビンゴ大会などを行う企画です。 

 ●謎解き＆知識バトル ～Try your luck with the game～ 

  来場者も参加できる謎解きクイズなどを行う企画です。 

 

・２日目 

●高崎経済大学マンドリンクラブ演奏 

●ｘＤ（クロスディー） 

 ５人組ダンスボーカルユニット〝ｘＤ″によるパフォーマンスです。 

●青空サウンド市 

 軽音楽部とモダンジャズ研究会による合同ライブです。 
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・３日目 

●Emii ミニライブ 

●景品プレゼント企画ゆ～がったチャンス！ 

●芸能企画（高経お笑いライブ＆トークショー） 

  第 62回三扇祭では女優の吉川愛さん、お笑いコンビの天竺鼠さん、並びにランパンプスさんにお越し

いただきました。毎年人気の企画で、第 62回でも図書館前ステージは大盛り上がりでした。 

 ●書道部・美術部・ギタークラブパフォーマンス 

 ●Music Quiz 

  音楽系の早押しクイズを行う企画です。 

 ●Free Home 

  ダンスサークル DAZzLE によるパフォーマンスです。 

 

 ・４日目 

 ●真・格闘型舞踊［虎舞士］ 

  高崎市発祥の「格闘型舞踊」を舞うダンスチーム〝虎舞士″によるパフォーマンスです。 

 ●Dance Contest 

  大学内外問わず様々なダンスチームの演技力を競う企画です。 

 ●Glee Clubパフォーマンス 

 ●大喜利王決定戦 

  早押し形式の大喜利を行うお笑い企画です。 

 ●景品プレゼント企画ゆ～がったチャンス！ 

 ●ミセイチコンテスト ファイナル 

  模擬店を出店する大学内の団体から選ばれた学生の中から、来場者に男女各１名のグランプリを決め

ていただく企画です。 

 ●閉祭式＆エンディング抽選会 

 

 ＜構内企画＞ 

 ●一般企画 

  大学内外問わず約 40団体が作品展示や活動報告、体験などを行う企画です。 

 ●模擬店 

  大学内の 60団体が工夫を凝らしたメニューを販売し、来場者による投票も行う企画です。 

 ●経大 大探索ラリー 

  来場者が構内に隠されたクイズを探しつつ、問題を解き進める企画です。 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

第 63回三扇祭 活動報告 

 新型コロナウイルス感染拡大の影響により全国多くの学園祭が中止となる中、第 63回三扇祭は学生や地

域の方々、さらに日頃からご支援をいただいている皆様に笑顔と活力を提供するため、史上初となるオン

ラインで開催しました。 

 

【日程】 2020年 10月 31日(土)～11月１日（日) ※視聴は 11月３日（火・祝）まで可能 

【開催形態】 YouTube Live によるオンライン開催 

【視聴回数】 約 9500回 

【テーマ】 Get over it 

【企画内容】※実際に開催された順番でご紹介します。 

・１日目 

 ●開祭式 

 ●ミス・ミスター高経コンテスト【ファイナリスト紹介編】 

 ●Glee Club パフォーマンス 

 ●マンドリンクラブ演奏 

 ●＋Cute パフォーマンス 

 ●吹奏楽部演奏 

 ●ゆ～がったチャンス！ ～嘘つきだーれ？～ 

  視聴者参加型のゲーム企画です。 

 ●今年もおもし令和 大喜利王決定戦 

  視聴者も大喜利を審査できる企画です。 

 

 ・２日目 

 ●書道部・美術部パフォーマンス 

 ●Glee Club パフォーマンス 

 ●群馬検定クイズ 

  県内の大学から挑戦者を募り、群馬に関するクイズを出題する企画です。 

 ●軽音楽部演奏 

 ●ミス・ミスター高経コンテスト【結果発表編】 

 ●閉祭式 

 ●芸能企画（高経お笑いライブ） 

  Zoom ウェビナーを利用し、ライブ配信を行いました。お笑いコンビのアインシュタインさん、 

  インポッシブルさん、トットさんに出演していただきました。 
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第 62回三扇祭 協賛企業一覧

 第 63回三扇祭は大学事務局からの通達により、一切の協賛活動を中止しました。ここでは直近

の第 62回三扇祭の協賛企業をご紹介させていただきます。 

 

●寄付金協賛 

 株式会社キーテクノロジー 

 GOOD トラベル 

 株式会社フィールド開発 

 朝日税理士法人 

 株式会社市川食品 

 株式会社井ノ上 

 クシダ工業株式会社 

 倉渕川浦温泉 はまゆう山荘 

 株式会社後閑 

 株式会社サウンド・エコー 

 株式会社研屋 

 昭和建業株式会社 

 藤田エンジニアリング株式会社 

 長井住宅工業株式会社 

 関東礦油株式会社高崎支店 

 城北電気工事株式会社 

 高崎モータースクール 

 東邦薬品株式会社群馬営業部 

 株式会社馬場家具 

 株式会社ホットショット高崎 

 株式会社広田住宅センター 

 医療法人社団 醫光会 赤城クリニック 

 Smile Dining 悟天 

 そば処 竜庵 

 榛名観光株式会社 

 居酒屋しょーけん 

 株式会社賢者屋 

（敬称略・順不同） 
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●物品協賛企業 

 太平食品工業株式会社 

 株式会社第一興商ビッグエコー 

 株式会社旅がらす本舗 清月堂 

 渋川スカイランドパーク 

 藤和那須リゾート株式会社 那須ハイランドパーク 

 株式会社新進 

 JA高崎ハム株式会社 

 株式会社大澤屋 

 パークレーン高崎 

 箕郷温泉まねきの湯 

 JA全農ぐんま 

 株式会社原田 

 株式会社ジャパンビバレッジイースト 

 榛名湖温泉ゆうすげ 

 シネマテークたかさき 

 大和屋 高崎本店 

 東煎餅なかの 

 株式会社群馬バス 

 富士スバル株式会社 高崎問屋町店 

 株式会社アサヒ商会(Hi-NOTE) 

 朝鮮飯店 

キッコーマン食品株式会社 

 群馬温泉 やすらぎの湯 

 株式会社藤井繊維 サントノーレ高崎店 

 UNICS 高崎 

 HOTEL Rakuun 

 日清食品株式会社 

 株式会社ロッテ 高崎支店 

 群馬ヤクルト販売株式会社 

 株式会社伊藤園 群馬中央支店 

 株式会社マンナンライフ 

 群馬県立自然史博物館 

 株式会社フィールド開発 

 伊香保グリーン牧場 

 大塚製薬株式会社 高崎出張所 

 加ト吉水産株式会社 

 大黒食品工業株式会社 

 株式会社エイチ・アイ・エス 高崎営業所 

 株式会社 MTE 

 

万座温泉日進館 

 株式会社コスモエージェンシー 

 POLA エステイン・ラッソ 

 エースコック株式会社 

（敬称略・順不同） 
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●広告協賛企業

セコム上信越株式会社 

株式会社 NHC 

NEXUS 株式会社 

ドゥ・スポーツプラザ高崎 

株式会社群馬イートレンド 

高崎モータースクール 

群馬県選挙管理委員会 

日本通運株式会社 群馬引越センター 

レンタルのニッケン 

株式会社フィールド開発 

株式会社ホットショット高崎 

東和銀行 高崎支店 

志摩 

大渡自動車学校 

柳瀬橋自動車教習所 

安中自動車教習所 

かぶら自動車教習所 

群馬県自動車教習所 

株式会社高崎共同計算センター 

群馬小型運送株式会社 

東朋産業株式会社 

高崎白衣大観音 慈眼院 

ピザーラ 高崎北店 

セキチュー 高崎店 

パークレーン高崎 

株式会社カレッジヤード 

株式会社キーテクノロジー 

mod’s hair 

株式会社コムテックス 

荒磯 

居酒屋 三幸 

かつおさんち 

風魔 

高崎経済大学生活協同組合 

ララスウィーツ 

保険・クラスター 高崎店 

和風 泉 

ホリイ写真館 

榛名観光株式会社 

JAたかさき農産物直売所 グル米四季彩筑縄店 

榛名湖温泉ゆうすげ 

スカイ予備校 

株式会社登利平 

HAIR SHELTER 

 BEECX 

 ヘアーサロン こひなた 

 BARBER SHOP OLDEST 

 居酒屋 Hook 

 おぼろ家 

群馬県信用組合 

POLA エステイン・ラッソ 

からさき食堂 

 居酒屋しょーけん 

 あそす 

 クライミングジム GooFee 

 エコジャック 

 靴のシューマート 高崎飯塚店 

 ローソン 高崎下小塙店 

（敬称略・順不同） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上の企業、組織にご協賛いただきました。多大なるご支援に厚く御礼申し上げます。 
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お問い合わせ

各種、ご協賛のお申込みは下記の連絡先までご連絡ください。 

ご不明な点等ございましたら、こちらも下記の連絡先までご連絡ください。 

 

公立大学法人高崎経済大学第 64回三扇祭実行委員会 渉外局 

TEL/FAX  027-386-5233（実行委員会室直通） 

Mail   mitsuougisai.tcue@gmail.com 

渉外局長   川田勝之（寄付金協賛・配布協賛担当） 

広告担当長  小嶌愛生（広告協賛担当） 

景品担当長  橋本 風（物品協賛担当） 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年６月１日 

制作：第 64 回三扇祭実行委員会 渉外局 
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