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港区三⽥にある「PARADISE」は、“極楽浄⼟”がコンセプトの温浴施設として、2022年4⽉にオープン
しました。
同じ場所で90年続いた銭湯「万歳湯」が、運営会社「⼤関商品研究所」の⼿によって現代⾵にアップデ
ートされた温故知新の空間となっており、オープン以来多くの⽅にご来館いただいています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
店舗名 PARADISE
所在地 東京都港区芝5-23-16
公式HP https://paradise-mita.com/
責任者 ⼤澤秀征
開業 2022年4⽉29⽇
従業員数 43名（うち正社員・業務委託3名/2022年8⽉1⽇時点）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

メディア掲載︓
ロケットニュース24 https://rocketnews24.com/2022/08/24/1673094/
品川経済新聞 https://shinagawa.keizai.biz/headline/4022/
YouTube番組 サウナノフタリ https://www.youtube.com/watch?v=CIk24sqVlDw【箕輪厚介さん・堀江貴⽂さん出演】
YouTube番組 &Sauna https://www.youtube.com/watch?v=4V0xokWQPKQ【藤森慎吾さん・花⼭瑞貴さん出演】
他多数

PARADISEとは…
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施設概要
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施設概要
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銭湯といえば富⼠⼭の絵が有名ですが、PARADISEの壁画は⼀⾵変わっています。

【「現代版銭湯壁画」とは】
浴室内の壁⾯を⼤きく使⽤し、プロジェクターで映像を投影する⼿法を取ることによって、動画を⾒せ
ることが可能なだけでなく、季節やイベントに合わせた作品を展⽰することが可能です。

【現在の作品】
常設として、地元出⾝のアーティストであるRYO OGATA⽒の⿃獣戯画⾵アニメーションを投影しており、
お客様からもご好評いただいています。

【今後の展望】
様々な作品を投影することで、より多くの若⼿アーティストの活躍の場として活⽤すると共に、お客様
の再来店も喚起していきたいと考えています。

「現代版銭湯壁画」について

5



⼊浴後、椅⼦に座って「ととのい」ながら
アート鑑賞することができます。

2階だけでなく、1階を含む浴室内ほとんどのエリアから
鑑賞することが可能です。
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企画概要と⽬的

PARADISE WALL ART 2023
● 企画概要
「現代版銭湯壁画」に投影する作品を若⼿アーティストから募り、表彰するコンテスト。
PARADISEのサウナやお⾵呂での⼊浴後に鑑賞するのに最適な作品を選考し、表彰者には賞
⾦を差し上げるほか、⼀定期間、実際の営業中に投影を⾏います。

● ⽬的 - 若⼿アーティストの⽀援
優秀な作品には賞⾦を贈呈します。
また、スマホ等のない、作品に注⽬が集まる環境で展⽰を⾏うことにより、普段作品の露出
の機会が限定的な若⼿アーティストのアピールの場を提供します。
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テーマ︓
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極楽浄土
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募集内容・テーマ

● 参加資格
U35

● テーマ
極楽浄⼟

● ガイドライン
お⾵呂/サウナ⼊浴後に眺めるのに最適な映像
⻑さ︓3分~15分程度
その他︓無⾳/光の刺激が少ない/公序良俗に反しない など

● 提出形式
YouTubeと応募フォーム

● 応募概要
テーマ「極楽浄⼟」を、無⾳の動画および静⽌画で表現（アニメーション、実写等の形態は問いません）。
応募期間中、⾃⾝が制作したデジタルアート、イラスト、アニメーション、実写映像等（プロジェクター
投影可能な作品）を「#paradisewallart2023」のハッシュタグをつけてYouTubeにアップロードの上、
応募フォームに⼊⼒する。
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賞の名前 賞品 作品の投影

最優秀賞 ⾦30万円 あり

優秀賞 ⾦10万円

Xfolio賞 ポートフォリオ作成代⾏
Amazonギフト券1万円

各審査員賞 各審査員からの賞品

PARADISE賞 優待券（10回分）+
PARADISEグッズセット

賞

11※詳細は変更の可能性があります。



スケジュール

10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉

全体

スポンサー募集

審査員選定

● 11/26(⼟)〜2/5(⽇)︓ 応募期間
● 2/18(⼟)︓ ⼀次審査結果発表
● 2/26(⽇)︓ 最終審査結果発表
● 3/20(⽉)︓ 作品展⽰開始 12

募集期間

応募期間
⼀次
審査

最終
審査

調整
展⽰リリース

※詳細は変更の可能性があります。



協賛メニュー

本コンテストを通して貴社のPRに寄与できる、様々な告知⽅法をご⽤意しております。
また、協賛いただくことで将来有望なアーティストとのつながりを、低コストでつくることが可能です。

個別のご要望も承りますので、お気軽にご相談くださいませ。
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ご協賛いただくメリット
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展⽰を予定している3⽉末から
の1ヶ⽉間で、約1万⼈ほどの
集客が⾒込まれ、このうちの
多くは港区近郊在住のビジネ
スマン・学⽣です。

特に浴室内で流す映像の「映
像内クレジット」は、他OOH
と⽐べても珍しい「スマホ等
に注⽬を奪われない」環境で
の訴求が可能です。

90年続いた銭湯を前⾝とする
当館は、敢えて⾷事を提供し
ないことで近隣飲⾷店への来
店を促し、 「慶應仲通り商店
街」の活性化を試みています。

三⽥・⽥町に新たな話題を提
供する本コンテストへの協賛
によって、地域とのつながり
をアピールすることができま
す。

著名な審査員の⽅々をフック
に、国内の⼤学/専⾨学校への
告知を積極的に⾏います。

まだ表に出ていないアーティ
ストとの接点を持つことで、
今後の協⼒関係構築・採⽤強
化につなげることができます。

社員のパフォーマンス向上の
ため、公認の「サウナ部」を
設⽴したり、福利厚⽣で「サ
ウナ⼿当」を導⼊したりする
企業が増えています。

当館の優待券も同様に、社員
の⽅々のモチベーションアッ
プ・健康維持にお役⽴ていた
だけます。

三⽥・⽥町エリアの
ビジネスマン・学⽣の
認知↑

アート⽀援・
地域活性化による
企業イメージ↑

若⼿
アーティストの

発掘

優待券による
社員満⾜度↑



⾦額
（税別）

優待券
（500円相当） 公式サイト 店頭POP 映像内

クレジット
SNS等
告知枠 企業賞名

50万円 500回分
25万円相当 ⼤ ⼤ ⼤（単独） ◯ -

30万円 300回分
15万円相当 中 中 ⼤（単独） ◯ -

10万円 100回分
5万円相当 中 中 中（共同） - -

5万円 50回分
2.5万円相当 ⼩（⽂字のみ） - ⼩ - -

賞品提供 応相談 応相談 応相談 応相談 応相談 ◯

協賛メニュー ⼀覧

SOLD

15※詳細は次ページ以降をご参照ください。
※詳細は変更の可能性があります。

「賞品提供プラン」については、提供いただける品の内容に応じ詳細ご相談とさせていただきます。



優待券
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⾦額
（税別）

優待券
（500円相当）

50万円 500回分
（100部）

30万円 300回分/15万円相当
（=60部）

10万円 100回分/5万円相当
（=20部）

5万円 50回分/2.5万円相当
（=10部）

賞品提供 応相談

SOLD

延⻑料⾦（250円/10分）から500円分をお値引きする優待券です。
500 x 5枚綴りを1部としての納品となります。

ご優待券

ご優待券

ご優待券

ご優待券

ご優待券

ご優待券

※画像はイメージです。



公式サイト （2022年11⽉から公開予定）

⼤︓50万円
中︓30万円 or 10万円
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⾦額に合わせたサイズで、コンテストLP内にロゴを掲出させていただきます。
※ロゴ提供いただき次第、都度反映となります。

※デザインは仮です。

⼩︓5万円（⽂字のみ）



店頭POP（2023年3⽉中旬から約1ヶ⽉掲出予定）

アクリルスタンドで掲出を予定
（休憩室）
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⾦額に合わせたサイズで、店頭POPにロゴを掲出させていただきます。

※デザインは仮です。

30万円・10万円共通サイズ



映像内クレジット（2023年3⽉末から最低3ヶ⽉掲出予定）
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映像と映像の「つなぎ」のカットで、社名を掲出します。
協賛⾦額によって掲出内容が変わり、30万円以上のプランで単独掲出となります。

※「約10~15分ごとに、約5~10秒の掲出」を予定していますが、詳細は変更の可能性があります。
※デザインは仮ですが、⼊浴を妨げないシンプルなフォーマットをご⽤意させていただく想定です。

Sponsored by

50万円プラン or 30万円プラン
（単独確約/ロゴ+説明⽂）

PARADISEは東京都港区三⽥にある温浴施設
です。PARADISEは東京都港区三⽥にある温
浴施設です。
PARADISEは東京都港区三⽥にある温浴施設
です。

10万円プラン
（他社と共同/ロゴ）

Sponsored by
Sponsored by

5万円プラン
（他社と共同/⽂字）

PARADISE
(株)⼤関商品研究所

A社
B社
…

24時間365⽇稼働、且つ1ヶ⽉に約1万⼈が接触する浴室内の⼤型スクリーン（約5mx2.5m）で、
⻑期（最低3ヶ⽉）にわたって繰り返し訴求することが可能です。



映像内クレジット – 参考資料
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引⽤元︓シネアド（映画CM）とは︖料⾦やメリット、事例を紹介
https://crevo.jp/video-square/usage/20190619-2/

他社調べ – 類似広告である「シネアド（映画上映前CM）」の費⽤感
“（中略）15秒のシネアド（映画上映前CM）を2週間放映した場合、１スクリーンあたりの単価は以下の表のようになります。”

※今回ご提⽰する「映像内クレジット」は約10~15分に1回、最低3ヶ⽉の掲出予定で最低5万円からご購⼊いただけます。

https://crevo.jp/video-square/usage/20190619-2/


SNS告知

約8,000⼈ 約5,300⼈
21※基本のフォーマットをご⽤意します。告知内容は応相談となります。

※インスタグラムのフィード投稿のみ、⼀定期間終了後に⾮公開となります。



企業賞名

賞の名称に企業名を⼊れていただけます。
また、賞⾦の代わりに貴社選定の商品を贈呈いただくことができます。
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提供いただける品の内容に応じ、詳細ご相談とさせていただきます。



10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉

全体

公式サイト

店頭POP

映像内クレジット
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募集期間

応募期間
⼀次
審査

最終
審査

調整
展⽰リリース

11/15⽕

※詳細は変更の可能性があります。

公開期間（ロゴはいただき次第順次反映となります。）

募集期間
掲出
1ヶ⽉

募集期間

掲出
最低3ヶ⽉

募集終了
1/13⾦

募集開始
11/26⼟

協賛・協⼒締め切り︓1/20(⾦)
ご検討中の企業担当者様は、次ページの連絡先までご⼀報くださいませ。



本プロジェクトに関するご連絡先
協賛や協⼒にご関⼼をお持ちの企業担当者様・ご不明な点がある⽅は、
下記事務局までお気軽にお問い合わせください。

PARADISE WALL ART CONTEST 2023 事務局

TEL︓050-3395-5435（担当︓佐藤）
Email︓wallart@paradise-mita.com
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