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『2018 IFMAR R/C ドリフト ワールド カップ』 日本開催!! 

個人スポンサー (協賛者) を募集します!! 

募集期間 3月 1日（木）～3月 31日（土） 

1口¥10,000 

2018 年 4月 20 日（金）～22 日（日）の 3 日間、谷田部アリーナにて 2018 IFMAR R/C ドリフ

ト ワールドカップが行われます。 

オーガナイザーを務める私達「R.C.D.C.」では本大会が参加選手の皆様並びに RC カー 

ファンの皆様に喜んで頂ける様な素晴らしい大会を開催すべく世界中の業界各社に呼び

かけ多くのご協賛を頂いてはおりますが、より多くの皆様の記憶に残る大会となります

よう熱い想いを持った方々の個人スポンサーを募る事に致しました。私達と共に大会を

成功させ、一生の想い出となるイベント、特別な楽しみを共有しませんか？ 

個人スポンサーの特典 

1.ワールド カップ限定 R.C.D.C. 特製ストラップ付きプレミアム カード（非売品）。

金額の大小に関わらずお一人に付き 1 セットとなります。 

 ※券面デザインはサンプルです 

2. ワールド カップ開催期間中の会場内に、個人スポンサーとしてお名前を掲載させて

頂きます。 

3.大会プログラム内に、個人スポンサーとしてお名前を記載させて頂きます。 

 

（注 1）上記 1 のプレミアムカードは、大会終了後 2 週間以内にお申し込み時のご住所

に発送致します。 

（注 2）上記 2 と 3 に本名又はニックネームの掲載を希望されない方は、お申込みの
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際、通信欄に【無記名希望】とお書きください。 

（注 3） 個人の RC ファンの皆様にワールドカップへ協賛いただく趣旨で 『個人スポン

サー』を募っているため、事業名や会社名等、『広告』と捉えられるスポンサー名の場

合、R.C.D.C.側の判断により、スポンサー名の変更をお願いすることもあります。ご了

承いただいた上でお申し込みください。 

（注 4）お申込みが完了しましたら、返信メールにて送金方法をお知らせします。送金

方法は、銀行口座への送金、ペイパル、現金書留の 3 種類があります。但し、ご登録時

の氏名と、送金者の氏名が異なる場合には、必ず通信欄に送金者の氏名を明記下さい。

銀行口座への送金の場合、お振込み手数料はスポンサー様のご負担でお願いします。ペ

イパル送金の場合も、お振込みの手数料はスポンサー様のご負担でお願いします（ペイ

パルで国内から送金される場合の手数料は￥415～￥1,909）。尚手数料、銀行口座の詳

細は、オンラインお申込み後の返信メールをご確認下さい。現金書留でご送金される場

合は、個人スポンサー名が分かるメモ等を同封して下さい。 

お申し込みの際は、次の項目を明記し、メールでお送り下さい。送付先：info@rcdc-jp.com 

1. 氏名 

2. 住所 

3. 電話番号 

4. スポンサー額 
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2018 1:10 EP Drift World Cup in Japan 

Call for Patrons! 

Application Period: March 1 (Thu) ~ Mar 31 (Sat), 2018 

10,000, JPY / 1 unit 

The 2018 IFMAR 1:10 EP Drift World Cup will be held at Yatabe Arena, 

Japan from April 20th through 22nd, 2018. We, the R.C.D.C. (RC Drift 

Community), strive to make this event a wonderful and enjoyable 

experience for event participants and fans of R/C cars in the general public. 

We have enlisted support from many companies in the industry in forms of 

sponsorships, and are now extending this opportunity to individuals who 

want to be part of this exciting event by becoming a patron. Please consider 

this rare opportunity and join us to be part of event that will be remembered 

for years to come! 

Special Privileges for Patrons: 

1. 1set of the Limited-edition premium R.C.D.C.card with special neck strap 

(not for sale). 

 *Sample Image 

2. Your name will be listed as a Patron at Yatabe Arena during the World 

Cup event. 

3.Your name will be listed as a Patron in the event program. 

 

Note 1. The (1) limited-edition premium R.C.D.C.card will be sent in about 2 

weeks from the event conclusion to the address given in the application 

form. 

Note 2. For those who do not wish to have their real names or nicknames 

listed for (2) and (3), please write “Anonymous Entry” in the 

“Correspondence” of the application form. 
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Note 3. The intent for the “Call for Patrons” is to provide an opportunities 

for individuals to contribute toward the event. If the patron name can be 

construed as an advertisement (such as use of a company or business name), 

the Organizing Committee at its own discretion request a change of the 

patron name. 

Note 4. Upon completing the application, an e-mail will be sent with 

payment instructions. Payments are accepting by bank wire transfer or 

PayPal. If your name on the application differs from the name of the payee 

of the bank transfer or PayPal, please be absolutely certain to include the 

payee’s name in the “Correspondence” section. For bank wire transfer, 

please add a 3,000 JPY handling charge. For PayPal, please add the 

handling charge (448 to 2,071 JPY for payments from outside Japan) to the 

payment. For payment details such as payment bank account and fees, 

please refer to the e-mail sent upon submitting the application. 

 

Apprication to the following email address with some of your data.  

Email to ：info@rcdc-jp.com 

1. Name 

2. Address (with postal code) 

3. Phone number 

4. Sponsor price 
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