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VVIP 協賛

感謝状
花火玉レプリカ：10 号（直径 30cm）
VVIP エリア PASS
フードチケット：20 枚または、BBQ セット：10 人前
（牛肉、豚、鶏、野菜等 約 3.3kg）※コンロ、炭あり
ビール（500ml）：48 本
お水（500ml）：48 本
ガーデニングソファー：8 名席
テーブルチェアーセット：6 名席 2 セット
ロゴマーク使用権
メモリアルブック掲載（会社名・ロゴマーク、代表者
顔写真、メッセージ）
当日配布スケジュール冊子（3 万部）掲載
（会社名・ロゴマーク、代表者名）
実行委員会公式 HP に掲載（会社名・ロゴマーク、代
表者顔写真、メッセージ）
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感 謝 状
副実行委員長

□□ □□ 様
貴殿は 「レッ ツゴー
開催に ご賛同 いただ
よって ここに そのご

ン 3」の

を賜り ました 。

の意を 表しま す。

令和 4 年 月 日

レッツゴー万博 2025
実行委員

会

VIP 協賛

感謝状
花火玉レプリカ：5 号（直径 15cm）
VIP エリア PASS
フードチケット：12 枚または、BBQ セット：5 人前
（牛肉、豚、鶏、野菜等 約 1.6kg）※コンロ、炭なし
ドリンクチケット：12 枚
水チケット：12 本
テーブルチェアーセット：6 名席 2 セット
ロゴマーク使用権
メモリアルブック掲載（会社名・ロゴマーク、代表者名）
当日配布スケジュール冊子（3 万部）掲載（会社名、
代表者名）
実行委員会公式 HP に掲載 （会社名・ロゴマーク、代
表者名、メッセージ）

感謝状
実行副委員長

特別協賛

感謝状
特別協賛エリアチケット
ロゴマーク使用権
メモリアルブック掲載（会社名、代表者名）
当日配布スケジュール冊子（3 万部）掲載（会社名、
代表者名）
06 実行委員会公式 HP に掲載（会社名、代表者名）
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関西着地型観光の
リーディングカンパニー

メッセージ

このたびワンダーグループは「
「レッツゴー万博 2025 カウントダウン 4」開催の趣旨に
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賛同し、地域社会の一員として、経済の復興・文化の発展へ貢献していきたいという想い
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から、冠スポンサーとして応援させていただくこととなりました。

から、冠スポンサーとして応援させていただくこととなりました。

から、冠スポンサーとして応援させていただくこととなりました。

このプロジェクトを通じて、大阪・日本から世界に向けて「2025 年大阪・関西万博」

このプロジェクトを通じて、大阪・日本から世界に向けて「2025 年大阪・関西万博」

の機運醸成とともに、日本最大級の花火とドローンで、コロナを撲滅を願う全ての人々に
未来への希望のメッセージが届くことを願っています。

私たち「Wonder Group」は、関西を中心にインバウンドに特化した着地型観光に着目し、数年にわたる観光コンテンツの開発と実証

ワンダグループは、
「移動」
「観光」
「情報」
「食」
「体験」と多岐にわたるジャンルの観光

実験を経て、現在では「移動」
「観光」
「情報」
「食」
「体験」と多岐にわたるジャンルの観光事業をプロデュース・展開し、2019 年度
に経済産業省近畿経済産業局主催「はなやか KANSAI 魅力アップアワード 関西インバウンド大賞」を受賞いたしました。
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事業を展開し、インバウンドの方に大阪を最大限楽しんで頂ける関西 No.1 の着地型観光

また、2020 年 6 月には、世界三億世帯が視聴する「NHK WORLD」で弊社を特集していただきました。
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歴史、文化、人情にあふれた街「大阪」を国内外から訪れた全てのお客様に、最大限に楽しんでいただけるよう、バスや船での移動交

のリーディングカンパニーを目指しています。そして、2021 年、大阪のディープな魅力
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を多言語で発信する WEB メディア「WonderOsaka.com」をリリースいたします。今後

ングに嬉しい百貨店や家電量販店、ドラッグストアの割引クーポンチケットを発行。そして、大阪の歴史や文化に触れたり、スポーツ

を多言語で発信する WEB メディア「WonderOsaka.com」をリリースいたします。今後

を多言語で発信する WEB メディア「WonderOsaka.com」をリリースいたします。今後

関西 No.1 の着地型観光事業のリーディングカンパニーを目指しています。

も万博成功の機運を盛り上げるとともに「ワンダグループ」が広く認知され、皆さまに親

も万博成功の機運を盛り上げるとともに「ワンダグループ」が広く認知され、皆さまに親

さらに、関西のインバウンドをもっと盛り上げたい、大阪流のおもてなしで外国人観光客にもっともっと楽しんでいただき、ファンを

しんでいただけるよう、また皆さまから愛される企業を目指してまいります。

しんでいただけるよう、また皆さまから愛される企業を目指してまいります。

も万博成功の機運を盛り上げるとともに「ワンダグループ」が広く認知され、皆さまに親
しんでいただけるよう、また皆さまから愛される企業を目指してまいります。

通アクセスの整備から観光スポットのご案内、くいだおれの街 大阪の地元民しか知らないグルメスポットやフードのご紹介、ショッピ
やエンターテインメント、未体験のアクティビティを楽しんだり、観光情報のご案内や各種チケットの購入といった、インバウンドの
大阪観光をサポートする、全ての観光コンテンツを一元管理し運営する、弊社グループの強みをいかした最高のサービスを提供して、

増やしてリピーターになってほしいという想いから大阪の着地型観光情報を発信する WEB メディア「WonderOsaka.com」を 2021
年上半期にスタートを予定しております。これからも「面白くて」
「楽しくて」
「行ってみたくなる」大阪のディープな魅力を、多言語
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