Event Party Planner Services Proposal (Japanese)
Scroll down to read the first part of this sample. When purchased, the complete sample is
9 pages long and is written using these Proposal Pack chapters:

Cover Letter, Title Page, Table of Contents, Samples, Company History, Services
Provided, References, Policies, Back Page

This sample was created using Proposal Pack Bubbles #3. In the retail Proposal Pack
you get the entire collection of samples (including this one) plus thousands of editable
templates for creating an unlimited variety of custom proposals and other business
documents.

Click here to purchase Proposal Pack Bubbles #3

The sample below does not include all of the sample’s content. The complete version is
included in every retail Proposal Pack product and must be purchased to see the rest of
the content and to get the editable Word format version.

Read this article for more help - How to Write Your Proposal in a Foreign Language

ロリ・パーソンズ
エグゼキュティブ・サービスディレクター
セント・エィドリアン病院
975アルバータストリート
ボイシー、アイダホ州100-8995

拝啓 益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
貴病院の慈善イベント競売会のパーティ開催のためにご連絡をいただき有難く存じます
。弊社はこの重要な行事に一役与えていただけることを心から喜んでおり、必ずやすべ
ての出席者にとって味わい深く楽しい一夜をご提供できると考えております。
私は週末も含め午前8時から午後9時まで計画のご相談のためにお役にたてます。貴イベ
ントは念には念を入れて計画され開催されます。私が行事全体を統括しさらに完璧を期
するため3名の補佐役が一緒に仕事をする予定です。これに加えて、十分な研修を積ん
だプロの給仕人スタッフ、搬入する食事の素晴らしい選択肢、および弊社自前の準備と
取片付けスタッフの存在があります。弊社は演奏家を手配し当夜の行事のタイミングを
調整いたします。さらに弊社は寄付集めにいかに時間がかかることを存じていますので
、行事に先立ってすべての寄付者を集めることをご提案いたします。これによって寄付
者探しにより多くの時間をかけることができることを願っております。残りの部分につ
きまして貴病院がなさる必要があることは最終的なパーティパッケージを承認されるこ
とだけです。そこからの細かいことは弊社が一切計画いたします！
弊社の役職員はセント・エィドリアン病院の仕事を心からお待ちいたしております。貴
イベントのお役にたつような弊社のサービスリストとテーマ/パッケージのサンプルを
数種用意いたしました。当然のことながらこれらのアイデアは単なる出発点です。貴病
院の慈善イベントが大成功となりますように弊社につきましてぜひ詳しくお話申し上げ
たいと願っております！よろしくお願い申し上げます。
敬具

ケリー・フラー
リード・コンサルタント
ザ・パーティピープル・エルエルシー
1400シャーマンウェイ
ボイシー、アイダホ州100-8995
電話: 03-9755-3132
携帯: 090-1234-5678
電子メール: ケリー@ザボイシ―パーティピープル.コム
ホームページ:ダブリュウダブリュウ.ザボイシーパーティピープル.コム
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提供サービス
パーティピープルはセント・エィドリアン病院に次のサービスを提供します。価格は当
初の面談に基づきますが最終パッケージ、選択したオプションおよび来客数によって変
わります。
個別のコンサルティングと計画
ケリー・フラーが貴病院担当のンサルタントとなり計画に必要な事項すべてを処理しま
す。彼女は週末も含め午前8時から午後9時までお伺いできます。貴病院がパーティ開催
の預託金をされたときはコンサルタントサービスは無料です。

飾付と設営
ケリーが貴病院のパーティの設計、装飾、設営を統括し、パーティの前および当日に設
営スタッフと打ち合わせを行い細かい点まで注意が行き届くようにします。800.00ドル
以下の下記3種のパッケージサンプルからご選択ください。

食事の搬入
弊社はパーティ用の本格的な食事搬入サービスを提供します。貴病院がご希望される内
容をご提供できないときは第三者に外注いたします。25人様までのビュッフェは400.00
ドルです。

オープンバー
パーティのために4時間オープンバーを開設いたします。貴病院がご希望される内容をご
提供できないときは第三者に外注いたします。25人様までのプレミアムドリンクを揃え
た4時間のオープンバーを625.00ドルで開設いたします。

音楽とアトラクション
弊社は最高のミュージシャン、バンド、さらにディスクジョッキーのリストを幅広くそ
ろえております。音楽とアトラクションのニーズに応じて弊社が契約と調整をいたしま
す。当社のディスクジョッキーパッケージは700.00ドルです。

パーティの運営
ケリーは3人の補佐役とともにパーティ会場にいて総括します。かれらがパーティ開催中
に発生するすべてのニーズに対応し、ケリーがアトラクション、音楽、および競売のス
ケジュール調整をします。コストは上記の装飾パッケージ中に含まれています。

取片付けと清掃
パーティピープルはこれらのサービスに自社の作業員を使用します。貴病院はパーティ
が終わった後の賃借場所の状態に気を使う必要はありません。弊社がすべて片付けます
。コストは上記の装飾パッケージ中に含まれています。
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サンプル
弊社はプロジェクトの性質と1月下旬または2月上旬というイベント時期の仮予定に基づ
いて複数のコンセプト案を含めました。これらの案はイメージの提示が目的で最終的な
選択肢ではありません。これらのコンセプト案は寛大な気持ちを盛上げ、後援者が競売
設備を買うだけではなく貴病院が設定した参加券価格を喜んで支払う市場性があるイベ
ントにしたいとする弊社の希望を反映しています。貴病院と密接に作業しイベント前に
すべてのコンセプト案を最終的な実行案にいたします。
コンセプト #1: パリ風
弊社の第1のコンセプトは後援者を寛いだパリの夜にご案内します。数百本のコ
ードにつけた白色のライトとテーブル上のキャンドルだけ灯された暗い部屋がム
ードを作り出します。装飾には複写絵画、鍛鉄製飾り、白いテーブルクロス付き
のテーブル、優雅なセンターピースが含まれます。競売会場のテーブルには高く
した大皿にチーズ、ワイン、焼き上がりのパン、ケーキ、いちごが盛られ、さら
に5品コースのコースディナーにはカナッペ、オニオンスープ、フィレミニョン
、カスタードプディングを含む伝統的なフランス料理を含みます。一夜を通じて
管楽器のクワルテットが音楽を奏でます。このパーティはロマンスと古い世界の
理想をテーマとし心を開いた寛ぎが満ち溢れます。
コンセプト #2: モロッコ風
弊社の第2のコンセプトは貴病院の後援者を豪華で優雅なモロッコにご案内しま
す。様々な肌合いの高級な布地のパネルが竹講師に架けられ多彩な色彩の紙製の
照明が部屋いっぱいに広がっています。お客様は伝統的な座り方、つまりモロッ
コ絨毯と枕の上に座る選択もできます。競売会場のテーブルは模造の天蓋付きテ
ントと美しい壁掛け絨毯があるモロッコのバザール風に設営されます。またお客
様はシーフッド、カレー、サフラン料理を含む古来モロッコ料理から選択できま
す。食事は色彩豊かな皿で供されます。ミュージシャンが伝統的なモロッコ音楽
を奏でこのパーティの雰囲気を贅沢さと歓びに満ちたものにします。
コンセプト#3: カーニバル
弊社の第3のコンセプトは貴病院の後援者をカーニバルの仮面舞踏会の大祝祭パ
ーティにご案内します。紫色、緑色、金色の布で飾られたアーチ状の柱廊がお客
様をお迎えします。テーブルも同じ色彩で派手に装飾され模造の金貨がテーブル
クロス上にばら撒かれ数百個の紫色、緑色、金色の風船で天井が見えないくらい
です。多彩な色の照明、照明付きコード、複合した紙の照明などが照明をもたら
します。お客様は仮面をしてジャズバンドの生演奏で踊ります。競売会場のテー
ブルは全面的に金色を強調し背景にリボンを柱状に配して色彩豊かに作られます
。食事にはジャンボシュリンプ、ガンボなどカジュン料理が含まれビュッフェス
タイルで供されます。このパーティのムードは猥らさ抜きの興奮、活力、享楽で
す。
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The rest of this sample is included in the retail Proposal Packs and Proposal Kit
Professional bundle. Purchase any Proposal Pack in the design theme of your
choice and you will have everything you need.

How do I customize or create my own version of this sample?
Using the included Proposal Pack Wizard is the best way to make customized
versions of the samples. Using the Wizard and any Proposal Pack you can
recreate any of the samples in the visual design theme you purchased as well as
branding it with your own logo and design.

1) After purchasing, downloading, and installing your Proposal Pack and
Wizard software add a new project in the Wizard.
2) Click the Pick Documents button then click the View Samples tab.
3) Select the title of this (or any other) sample and click the Import Content
from Selected Sample button.
4) Customize the chapter list as needed to suit your situation. You can add
additional chapters from the library of 2000+ topics, reorder chapters,
remove chapters.
5) When you save your project, the Wizard will build you a custom version of
this sample in the visual design theme Proposal Pack you purchased
applying all your customizations (logos, font types, color schemes, contact
information, etc.).
6) Open and edit the Word document to complete your work.
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This sample is included in the Proposal Kit Professional and Proposal Pack
products.

This sample has been truncated to only show the first few pages. The complete
version of this sample including an editable Word version is included with all
Proposal Kit Professional and Proposal Pack products found at:

ProposalKit.com/htm/proposal-software-products.htm
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