
■　出展規定

■　申込要項

出展のご案内

会場案内チラシの掲載などに使用するために、下記のカテゴリーにお答えください。
記入は、出展申込書の該当欄にチェックをお入れください。
　1. ハンドメイド・・・出展者及び作家自身が手づくりした品物の展示・販売
　2. セレクト・・・・・・・既製品と、手づくり品の展示・販売
　3. 素材・・・・・・・・・・・素材・材料の販売
　4. クラフト・・・・・・・工芸作家による作品の展示・販売
　5. 古布・・・・・・・・・・・古布のハギレや、古布を使用した作品の販売

スマホ・パ
ソコンから

簡単にお
申込みが

できます！

日時　2022年1月29日（土）・30日（日）　午前10時～午後5時
場所　西原商会アリーナ（鹿児島アリーナ）・メインアリーナ
　　    〒890-0023　鹿児島市永吉1丁目30-1

主催　南日本リビング新聞社

お問合せ
お申込先
（発送元）

リビングかごしまハンドメイド＆雑貨フェア出展事務局　㈱アドベンチャー内 
〒860-0084  熊本市北区山室4-3-1　TEL.096-285-3441   FAX.096-285-3087
写真送付先メールアドレス  k-handmade@yokakikaku.com
https://yokakikaku.com/kagoshima-handmade

料金後納

ゆうメール

2022 冬

◆申込方法　
　＊「出展申込書」に必要事項をご記入の上、写真と合わせて出展事務局宛に
　　提出してください。「出展申込書」「写真」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。
　　※写真は複数枚のご提出をお願いします。
◆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。
　　※写真送信先アドレス　k-handmade@yokakikaku.com
◆提出写真
　＊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。
◆申込書送付先
　ハンドメイド＆雑貨フェア出展事務局／株式会社アドベンチャー内
　〒860-0084　熊本市北区山室４-３-１
◆申込受付締切日
　出展募集締切　２０2１年１2月22日（水）
　＊申込締切までにいただきましたお申込みは全て受付します。
　　受付順は審査には関係ありません。
◆出展の決定
　＊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
　＊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。
◆出展料納付
　出展申込み内容を確認の上、事務局より請求書を送付いたします。期日まで
　にお振込みください。期日までに納付いただけない場合は、出展取り消しとな
　りますのでご注意ください。お振込みの際には必ず出展申込書の出展者名･
　表示屋号名でお振込みください。

◆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。
　＊出展申込後、やむなく申込小間数の縮小または、解約せざるを得ない場合
　　には、書面によって出展事務局に通知し了承を得なければなりません。この
　　場合、出展者は以下によりキャンセル料を主催者に支払らわなければなり
　　ません。
　　　①2022年1月23日（水）～11月6日（木）中のキャンセル料は70％
　　　②2022年1月7日（水）以降のキャンセル料は全額
　＊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。
◆運営上の注意
　＊会場の雰囲気や、イベントコンセプトにそぐわないもの、また他の出展者へ
　　の配慮を欠いた装飾・展示と主催者・事務局が判断した場合は、次回からの
　　出展をお断りする場合があります。
　＊最終日の閉場（１７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。
　＊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。やむを得ない事情などがある場合は事務局
　　までご相談ください。なお、開催期間中の商品の補充は可能です。
　＊各自の小間をはみ出しての展示販売は禁止です。
　＊展示・装飾は小間内のみとし、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。
　＊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。
　＊小間内の電源の通電時間は午前9時より午後5時までとします。
　＊のぼりやテントの骨組みの使用はできません。

　＊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。
　　喫煙は会場指定の場所にてお願いします。
　＊ヘリウムガス等を使用した風船やバルーンの販売･設置は会場内禁止とな
　　っております。
　＊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。
　＊パンフレット等の配付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、他の広告媒体（TV、ラジオ、情報誌など）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ください。その他にも主催者・事務局が不
　　適切と判断したものに関しては配布をお断りする場合があります。
◆会場への出入
　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。必ず胸の位
　置に出展証を明示するようお願い致します。
◆価格表示
　＊販売商品には販売価格を明示して販売するようにしてください。
　＊販売価格の二重表示、割引率表示、まとめ売りの表示は禁止します。
◆出展者駐車場
　出展者駐車場の利用については、出展申込書の最下部の「出展者駐車場の利
　用」についての項目で必ず「利用する」にチェックを入れて申請をお願いいた
　します。申請がない場合は「出展者駐車許可証」は発行しません。
◆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。
　＊出展者は自分の小間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、開催内容及び出展規約の一部を
　　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
　　講じてください。



リビングかごしま ハンドメイド＆雑貨フェア 2022冬
2022年1月29日(土)・30日(日)　午前10時～午後5時
西原商会アリーナ（鹿児島アリーナ）・メインアリーナ
〒890-0023 鹿児島市永吉1丁目30-1　TEL：099-285-2244

南日本リビング新聞社
〒892-8515 鹿児島市泉町14-1 リビングビル　TEL：099-222-7288  FAX：099-225-5009

無料

20,000人

●企業・団体　●ＳＨＯＰ　●手づくり作家・クリエーター　※企業から団体、個人まで参加できます。

【出展テーマ】　くらしの中のこだわり品

【出 展 内 容】　手芸､クラフト､衣料、木製品・家具、雑貨・小物、アクセサリー、

　　　　　　　素材・材料、ガーデニング､オーガニック､陶磁器、癒し

●展示・販売ブース　　 140ブース（Aブース24、Bブース116）

●ワークショップブース　 10ブース　計150ブース（前回は177ブース） ※予定

手づくり品・仕入れ品

https://yokakikaku.com/kagoshima-handmade

●ワークショップ／主催者、出展者　●お買物券が当たる！／来場者アンケート回答者対象

●キッチンカー設置　●カフェコーナー

来場者、出展者用の臨時駐車場を設けます。

◆名　　称

◆会　　期

◆会　　場
　　

◆主　　催
　　

◆入場料金

◆動員目標

◆出展対象内容

◆出展ブース募集数

◆展示・販売品

◆ＨＰ

◆イベント（案）

◆その他（案）

◆駐車場

　

■　開催概要

◆情報紙／リビングかごしま　リビングきりしま　Citypress
◆Web  ／HP　Instagram

◆テレビ／MBC南日本放送
◆印刷物／フライヤー　チラシ　ハガキ

■　広報計画

2021年

■　出展概要

■　開催までのスケジュール

12月・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1月・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2022年

▼出展申込締切

　12月22日（水）

※出展者説明会は、今回は開催しません。

▼出展料等支払期限

　1月7日（金）

■ Ａブース ： 田の字型（４ブースの組み合わせ）

 

 

◆出展料に含むもの
　＊出展小間(展示空間)の使用料(準備・開催期間中)
　＊出展ＰＡＳＳ/１小間につき2枚　　 ＊会場全体の装飾
　＊全体的な広告宣伝費・印刷費　　　＊全体的な企画・運営費
◆出展料に含まれないもの
　＊出展ブース内の全ての装飾・搬入搬出費
　＊出展ブース内の電気工事費及び使用料
　＊出展ブースの運営にかかる費用
　＊展示品・販売品に対する保険・対人傷害等の賠償金
◆オプション
　◎電気使用･工事の申込み　【申込期限：20２1年1２月２２日（水）】
　　出展ブース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、別紙「出展者提出資料」にてお申込みください。有料にて
　　手配いたします。
　◎備品の申込み　【申込期限：20２1年1２月２２日（水）】
　　備品･什器等の手配・使用をご希望の場合は、別紙「出展者提出資料」にてお申
　　込みください。有料にて手配いたします。なお、出展者ご自身でお持込の場合は、
　　届け出の必要はありません。
◆出展者の選定
　＊出展品目が当フェアの趣旨・目的、イメージに合わない場合は、出展品目の変更
　　又は出展をお断りすることがあります。
　＊お申込が予定小間数を超える場合は、出展品目、申込順位などを考慮の上、出
　　展事務局にて選定させていただきます。

◆出展場所
　主催者が出展物の種類、申し込み順位、会場構成等を考慮して、出展場所を決定
　します。出展者はブース場所の変更はできません。また、出展者相互で交換するこ
　ともできません。
◆出展品目
　手づくり品、既製品や輸入縫製品などの販売が可能です。
　「くらしの中のこだわり品」をテーマに商品をお持ちください。
　※飲食物の販売はご遠慮ください。（飲食出店を除く）
　※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。
　※販売品は、開催期間中に欠品の出ないように準備してください。
◆印刷物の配布
　出展申込書の印刷物希望枚数の欄に希望枚数をご記入ください。
　ご記入のない場合は配布しません。
　ハガキは、出展者名を記入する欄がありますので、必ず、社名・団体名のご記入又
　はスタンプを押印ください。
◆社名板　　　　
　＊出展者名の書体は統一した書体を使用します。ロゴの使用不可。
　＊株式会社・有限会社については㈱、㈲表記に統一します。
　＊文字数の多い出展者名については二行になる場合があります。

60,000円（税抜）

32,000円（税抜）

24,000円（税抜）

2枚

2枚

2枚

有

有

有

Aブース

Bブース

Cブース

3.4m×3.0m　10.2㎡

3.0m×1.8m　  5.4㎡

3.0m×2.5m　  7.5㎡

出展タイプ 社名版ブースサイズ（間口×奥行き  面積） 出展料（1ブース） 出展証（1ブース）

◆各ブースサイズと出展料（消費税抜）等

◆各ブースイメージ

無

有 1 枚

有 1 枚

パネル

■ Ｂブース ： 連続ブース

■ Ｃブース （ワークショップ専用ブース） 

※パネルは、鋲・釘等を打つことは可能です。
※パネルの設置場所は変更できません。

付帯備品：テーブル（450mm×1800mm）3台、イス9脚
出展条件：体験を行うブースであり、販売は不可。
　　　　 ただし体験で使用する材料の販売は可。

※ご請求の際は、別添消費税をご請求させていただきます。

　来年1月に「かごしまハンドメイド＆雑貨フェア2022冬」を開催します。新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、「かご
しまハンドメイド＆雑貨フェア」は、しばらくの間、開催ができませんでしたが、来年1月29日（土）・30日（日）の２日間開催させ
ていただく運びとなりました。
　これまで以上に広報活動を行い、情報発信をすることにより、一人でも多くの方にご来場いただけるよう、スタッフ一同全力
で取り組んでいきたいと考えているところです。出展者の皆様におかれましては、企画趣旨にご賛同いただき、販売拡大の機会
としてぜひご出展賜りますよう、ご案内申し上げます。
　現在、新型コロナウイルス感染症のイベントへの影響が正確には見通せない状況にありますが、出展者の皆様をはじめ、ご来
場いただけるお客様の安全安心を第一に考え、可能な限り感染症対策をさせていただきますので、ご出展の際にはご協力をお
願いいたします。

※以上は予定であり、変更となる場合があります。　

スマホから簡単に
お申込みができます！

▼出展者搬入

　１月28日（金）

▼開催

　1月29日（土）・30日（日）

3400

3000

ごあいさつ


