■ 出展申込み
◆申込方法
「出展申込書」に必要事項をご記入の上、
「写真１枚」と合わせて出展務局
宛にご提出ください。
「出展申込書」
「写真１枚」
どちらか片方のみのご提出では正式な申し込み
となりません。
２つが揃った時点で、申込完了となります。
※初申込みの方のみ、確認をできる限り取りたいため、写真は複数枚のご提
出をお願いします。
◆申込書・申込写真提出方法
現像した写真の場合「出展申込書」
と
「現像した写真」を出展事務局へ郵送
してください。
写真データの場合「出展申込書」は出展事務局へＦＡＸまたは郵送でお申し
込みください。
※写真データはJPEG方式でe-mailに添付して下さい。
◆申込受付締切日
2019年１０月28 日(月)必着 e-mail：kkt-ep@kkt.co.jp
≪写真について≫
提出して頂いた写真は、
イベントコンセプトとの適合性判断と出展内容の
確認のために使用します。またご出展確定した場合は、
ご提出いただいた
写真を全体的な広告などに使用する場合があります。予めご了承ください。
写真は、出展時の装飾状態が把握出来るようなイベント参加時風景（他イ
ベント可）、
また商品の写真をご提出ください。イベント参加時風景写真が
手配できない場合は、
自店舗内風景でも構いません。
ただし、
イベントコンセプトとの適合性と出展内容が把握出来かねる写真と
主催者・事務局で判断した場合は、
選考対象外となりますのでご注意ください。
≪その他≫
ご提出いただいた写真と当日の出展状態に明らかに相違があった場合は、
次回からの出展をお断りする場合がありますのでご了承ください。
申込みにおいて複数団体で出展予定の方は、
「出展申込書」の欄にチェック
を入れてください。後日資料をお送りいたしますので、名簿と各団体の申
込写真の提出をお願いいたします。

◆申し込みの受付と出展の決定について
申込受付締切日までに申込書とお写真、両方ともご提出済の方が審査対
象となります。
出展申込みをいただきました後に、申込確認書をお送りします。申込確認
書は、申込書と申込写真を事務局が受け取り、申し込みが完了したことを
お知らせするものになります。（出展が決定したことをお知らせするもので
はございません。）
お申し込み期間終了後、出展事務局にて出展の是非について検討します。
その際は、イベントコンセプトとの適合性や本イベントのスムーズな運営
へのご協力などの観点から判断いたします。
※ご出展の確定については、適合と判断した中から、規定の小間数にあわせ
て主催者・事務局にて判断いたします。確定判断をした場合、出展事務局よ
りご請求書を送付いたします。ご出展確定通知は請求書の発行をもって代
えさせていただきます。
※お申込みが多数の場合は、適合と判断していても、キャンセル待ちとなる
場合がありますのでご了承ください。
※イベントコンセプトや本イベントの趣旨にそぐわないと判断した場合は、出
展をお断りする場合がありますので予めご了承ください。
キャンセル待ちになる場合や、イベントコンセプトや本イベントの趣旨など
から不適合と判断した場合も事務局よりご連絡いたします。
審査の過程や判断の理由につきましては、お答え致しかねますので予めご
了承ください。
◆出展料及びその他申込内容のお支払い
出展申込書の内容を確認の上、出展事務局よりご請求書を送付いたします。
請求書が届きましたら、期日までにお振込みください。
◆キャンセルについて
キャンセルされる場合は、必ず出展事務局【㈱KKTエンタープライズ】にご連
絡ください。電話：096-363-6655

出展案内

■ 出展要項
出展者について
出展契約期間中に主催者と契約を交わした申込者を出展者とします。
◆出展申込の取消し、出展契約の解除
出展申込の取消し又は契約の解除は原則としてできません。出展者の都
合による取消・解除があった場合には、入金後の出展料、各種負担金等の返
金は致しません。
会期中の営業について、規則違反や主催者の通知･指導に充分な対応がな
されない場合は、主催者から出展の中止を申し入れます。その場合、出展
料等、出展に要した費用は返金又は賠償致しません。
◆展示・販売品について
展示・販売できるのは、手づくり品のみです。
既製品や輸入縫製品等の展示・販売は出来ません。
会場にてスタッフが出展品の見回りをし、既製品と判断した物は、展示・販
売を中止して頂きます。なお、注意・指導に従って頂けない場合は、出展取
消しとなる事があります。その場合、既納の出展料等は返金いたしません。
予めご了承ください。
製品に加工して販売することが禁止されている材料を使用した作品の販
売はご遠慮ください。
飲食物の販売はご遠慮ください。
（クッキーや袋菓子も含めます）
◆出展ブースについて
出展場所の決定は、出展者説明会にて行います。なお、出展者説明会に欠
席された場合は主催者にてブースの場所を決定します。その場合、如何な
る申し立ても出展者より行うことはできません。また、出展料の返還にも応
じられません。
出展者はブースの一部または全部を、第三者に譲渡・貸与、あるいは出展者
相互で交換する事はできません。
◆運営上の注意
搬入・設営は搬入日に行ってください。搬入日に搬入・設営をせずに、開催当
日の朝から出展小間の搬入・設営を開始されるのはご遠慮ください。なお、
開催期間中の商品の補充は可能です。
最終日の閉場（午後5時）前の撤去はおやめください。開催時間中の撤去
は、来場者のイベントへの信頼感を失うこととなり、次回の集客に影響を及
ぼす可能性があります。このような行為を発見した場合、次回からの出展
をお断りすることがありますので、予めご了承ください。
出展者は音響・煙・臭気等により他者に迷惑をかけないように注意してくだ
さい。
ブース内の電源の通電時間は午前9時より午後5時20分までとします。

会場内での喫煙並びに火気の使用は消防法により固く禁じられています。
火気使用ご希望の方は出展事務局にお問合せ下さい。なお、喫煙は会場指
定の場所にてお願いします。
出展者は出展物の搬入出・展示・実演を通じて事故発生の予防に努めてく
ださい。主催者は出展者が行う作業について必要と認めたときは事故発生
防止のための処置を命じ作業中止や制限を求めることがあります。
各自の小間をはみ出しての展示販売は禁止です。
実演を行う出展者は常に安全を心がけ、来場者や他の出展者に及ぼす影
響を十分考慮した上で実施してください。
パンフレット等の配布は出展ブース内とし通路上でのPR活動はできませ
ん。またバーゲンチラシや販促、
また他媒体と関わりのある販促・イベント
告知等のチラシ配付はご遠慮願います。
展示・装飾は小間内のみとし、各小間のバックパネル以外の会場壁面の使
用は一切出来ません。貼り紙や商品展示を行わないようお願いします。
◆会場への出入り
会期中全ての出展者は出展証の着用が義務づけられています。必ず出展証
を着用するようにお願い致します。
◆搬入・搬出
商品の搬入は開催前日を原則とし、当日搬入はしないようお願い致します。
やむをえない理由のある方は、事前に出展事務局【㈱KKTエンタープライ
ズ】
にご相談ください。
開催時間中の搬出・撤去はおやめください。開催時間中の搬出・撤去は、来
場者のイベントへの信頼感を失うこととなり、次回の集客に影響を及ぼす
可能性があります。このような行為を発見した場合、次回からの出展をお
断りすることがありますので、予めご了承ください。
◆会場管理
主催者は会場全般の保守管理にあたりますが天災その他不可抗力により
発生した展示物の損傷、紛失についてはその責任を負いません。
出展者は自分のブース内を清潔に保ってください。開催期間中のゴミ処理
は出展者の責任においてお持ち帰りください。ゴミ処理による費用が発生
した場合には出展者の方にご負担いただくこととなりますのでご注意くだ
さい。
◆その他
主催者は止むを得ない事情がある場合規定の一部を変更する場合があり
ます。
出展者は輸送及び展示期間中出展物に保険をかけるなど必要な処置を講
じることをお勧めします。

ごあいさつ
毎年1月に実施しております『手づくりフェア』につきましては、ご出展ならびに周知等
のご協力、大変お世話になっております。おかげさまで毎回来場者より満足度の高い
お声をいただいております。
本イベントも、今回で17回目の開催となります。これだけ多く開催できているのも、出
展者の皆様に支えられているからこそだと感じております。
また、ものをつくる『楽しさ』や『思いやり』の気持ちが子どもたちの心に育くまれれば
いいなとも考えております。
つきましては、今回も開催日程が決まりましたので、ぜひ、ご協力をお願いしたくご案
内させていただきました。出展者のみなさま、ならびにご来場のお客様に喜んでいただ
けるよう、そしてよりよいイベントとなるよう尽力して参りますので、今後も変わらずご協
力、ご出展のほど何卒、よろしくお願いいたします。
最後に、今回から運営事務局が変わりましたので、あわせてお知らせいたします。こ
れまでと変わったと感じられる点がいくつか出てしまうこともありますが、これまで以上
の来場者増、出展者の皆様の販売増に繋がるよう努めたいと思いますので、後述の内
容をご参照いただき、ご出展くださいますようお願い申し上げます。

お問合せ
お申込先
（発送元）

すぱいす 手づくりフェア出展事務局

〒862-0971 熊本市中央区大江2-4-5

電話：096-363-6655

㈱KKTエンタープライズ内

KKTメディアビル2F

FAX：096-363-6676

写真送付先メールアドレス kkt-ep@ kkt.co.jp

■ 会場構成

■ 開催概要
◆タイトル
◆開催日時

◆会

場

すぱいす 手づくりフェア Vol.17
1 月18 日(土) 午前10時～午後5時
19 日(日) 午前10時～午後5時
グランメッセ熊本
2020年

〒861-2235熊本県上益城郡益城町福富1010
http://www.grandmesse.jp/index.html

◆主

催

◆後援(予定)

■ 広報計画

TEL:096-286-8000

◆新聞（熊日朝・夕刊）、情報紙（くまにち すぱいす） ◆印刷物（チラシ、優待ハガキ）
◆インターネット（http://www.tedukurifair.jp/）
◆ラジオCM（RKK、FMK、シティFM）
◆テレビCM（RKK、TKU、KKT、KAB）

FAX:096-286-1100

熊本日日新聞社
熊本県､熊本市､熊本市教育委員会､熊本県文化協会､熊本県伝統工芸協会､くまもと工芸協会、
熊本県商工会議所連合会､熊本県商工会連合会､NHK熊本放送局

◆協

力

もりお､マキノ

◆協

賛

各社予定

◆飲食・休憩コーナー
◆イベントコーナー
（・主催者企画イベント・手づくり作品ギャラリー・くまもとハンドメード大賞）
※キッズスペースあり
＊内容は予定であり、変更となる場合があります。

◆インストラクターブース（講習・体験）
◆手づくり作品販売ブース
◆古布販売ブース
◆主催者ワークショップコーナー

■ 開催までのスケジュール
2019年

2020年

10月・・・・・・・・・・・・・ 11月・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12月 1月・・・・・・・・・・・・・・・・

◆入場料金

大人(高校生以上)当日500円、優待券持参者400円 ＊中学生以下は無料

◆動員目標

16,000人

◆出展形態

作品展示、手づくり品販売、手づくり講習

◆出展対象

◎手芸

◎クラフト ◎木工・家具

▼出展申込締切

10 月28 日（月）

▼出展決定通知…………………11 月上旬（予定）

1 月17 日（金）

▼出展料等支払期限……………11 月21 日（木）
▼出展者説明会参加申込期限…11 月22 日（金）

◎衣料

◎アクセサリー・雑貨

◎陶磁器

■ 出展ブースについて

▼開催

1 月18 日（土）
19 日（日）

▼出展者説明会…………………11 月28 日（木）
〈出展の手引・印刷物配布〉

◎アート など

展示及び実演・講習それに伴う販売
◆ブース基礎仕様

◆出展区分

■クリエーターブース■

■インストラクターブース■

■インストラクターブース■
●体験・講習の実施

■クリエーターブース■

手づくり作品の展示・
ＰＲ・販売

●手づくり作品販売ブース

※これに伴う材料やキットの販売は可能です。

●古布販売ブース

●手づくり作品の展示・ＰＲ

※古布販売の方は「古布販売ブース」にてお申込みください。
※古布を用いた完成品の販売は、
「手づくり作品ブース」でのお申込みも可能です。

※販売は不可。

◎ブースサイズ
間口4.05ｍ×奥行2.1ｍ×高さ2.1ｍ
◎基礎小間内容
＊社名板
1枚（W900mm×H150mm）
＊テーブル
2台（W1800mm×D600mm×H700mm）
＊椅子
6脚
＊バックパネル 1枚(W900mm×H2100mm)

◎ブースサイズ
間口2.7ｍ×奥行2.1ｍ×高さ2.1ｍ
◎基礎小間内容
＊社名板
1枚（W900mm×H150mm）
＊バックパネル 2枚（W1800mm×H2100mm）

900

◆出展料（消費税込）
出展タイプ

▼出展者搬入

ブースサイズ（間口×奥行き×高さ）

出店料（1ブース）

パネル

出店証（1ブース）

インストラクターブース

4.05m×2.1m×2.1m

26,400円 （税込）

有

3枚

クリエーターブース

2.7m×2.1m×2.1m

35,200円 （税込）

有

3枚

＊体験・講習は、ブース内で実施して頂きます。
＊出展のお申込みは、
１出展申込みにつき４小間までです。お申込みは、別紙「出展申込書」をご利用下さい。
＊基礎小間
（右ページ参照）に含まれない電気・備品をご希望の方は、別途申込み(有料)が必要となります。お申込みには別紙「出展者提出資料」にてお申込みください。
＊搬入
出時に規定の出展証では不足する場合は、搬入出PASSをお申込み下さい。
＊インストラクターブース・クリエーターブース両方にご出展も可能です。ただし、ブース
配置は、なるべく近くになるようには配慮いたしますが、必ずしも隣同士に配置できるとは限りませんので、予めご了承ください。

◆出展料に含むもの
＊出展ブース(展示空間)及びブース基礎仕様に含む
内容の使用料（準備・開催期間）
＊会場全体の装飾費 ＊全体的な広告宣伝・印刷費
＊全体的な企画・運営費 ＊印刷物（チラシ、優待券）

◆出展料にまないもの
＊出展ブース基礎使用に含まない装飾
＊備品及び搬入搬出工事費
＊ブース内の電気工事費及び使用料
＊ブースの運営に関する費用
＊展示品に関する保険金・対人障害等の賠償金

◆オプション
◆電気使用・工事の申込み
＊出展ブースの基礎設備には電気の設備はありません。スポットライトやその他の電気器具を使用さ
れる場合は出展者からのお申込みにより出展事務局【㈱ＫＫＴエンタープライズ】
にて工事を行います。
＊電気使用を希望される出展者の方は「出展者提出資料」にて出展事務局までお申込みください。
＊なお、お支払につきましては、開催前の所定の期日までに振込みにてお支払をお願いします。
◆備品の申込み
＊備品等の手配・使用をご希望の出展者は「出展者提出資料」にて出展事務局【㈱ＫＫＴエンタープライズ】に
お申込みください。
「出展者提出資料」に記載されていない場合も出展事務局【㈱ＫＫＴエンタープライズ】に
にご相談ください。
＊なお、お支払につきましては、開催前の所定の期日までに振込みにてお支払をお願いします。

＊体験・講習は小間内で行ってください。
＊バックパネルは、背面出展者と共用で
すので移動は出来ません。
＊パネルは、鋲や釘などを打つこ
とは可能です。
＊基礎小間にない備品が必要な方
は別途（有料）お申込み下さい。
＊手づくり作品の販売及び仕入商
品の展示・販売は出来ません。
（但
し、体験・講習に伴う材料やキット
の販売は可能とします。）

2100

＊基礎小間にテーブル・椅子はあ
りませんので必要な方は別途（有
料）お申込み下さい。
＊バックパネルは、背面出展者と
共用ですので移動は出来ません。
＊パネルは、鋲や釘などを打つこ
とは可能です。
＊仕入商品の展示・販売は出来ま
せん。

1800

2100

4050
2700
2100

2100

＊基礎小間に含まれる部材は全て、会期終了後に回収いたしますので、破損・破棄しないで下さい。
＊基礎小間に含まれない備品は、別途「出展者提出資料」にてお申
込下さい。持ち込みも可能です。
＊インストラクターブース・クリエーターブース両方にご出展も可能です。ただし、ブース配置は、なるべく近くになるようには配慮い
たしますが、必ずしも隣同士に配置できるとは限りませんので、予めご了承ください。

◆出展者による装飾
出展者は各自の小間内で展示・装飾や諸表示を行うことができます。但
し、基礎小間を変更する場合は予め事務局の了解が必要です。
なお、その費用については出展者の負担となります。出展者の展示にあ
たっては装飾物や出品物の転倒・崩壊には十分留意してください。
＊展示物や出品物およびその他物品は、必ず小間内に納めてください。
＊搬入出や展示作業の際、会場の壁や床を損傷しないようご注意くだ
さい。損傷が発生した場合、出展者の負担となります
＊小間内に側面パネルを設置させる場合は、隣の出展者への配慮のた
め、後方面も加工済みの両面パネルをご使用ください。

販売物の判定基準について
＊素 材：加工が必要なもの。素材だけでは完成品とならないもの。
＊キット：完成品の構成要素の一つ。例：ボタン、ワッペン、装飾品など。
＊名入れ等：既製品に名前やデザインを付け加えるなど。
＊リメイク：アンティーク物等に新たに手を加え、新しい商品として
再生する。
※完成品として販売している既製品（手づくり品でないもの）は、
当イベントでの販売はお断りいたします。

