参加型手づくりホビーの総合展

令和元年
日時
会場

第1７回

10：00-17：00

１１月２２日（金）-２４日（日） （最終日は16：30まで）
石川県政記念 しいのき迎賓館

出展の
ご案内

〒920-0962 石川県金沢市広坂2丁目1番1号

開催にあたって・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
近年、ハンドメイド、DIYといった「手づくり」で暮らしや時間を楽しむ人々が多くなってきました。
また、趣味から実益へと広がるクリエータの方たちも増えてきており、あらゆるカテゴリーで活躍しその世界も新しいものが
どんどん生まれてきています。自分らしさや心のゆとりを求め新たなライフスタイルを創造し楽しんでいただく場の提供を行う、
「第1７回ホビーフェスタいしかわ201９」を開催いたします。
ホビー関連企業・団体の皆様、クリエータの皆様におかれましては、本展の趣旨にご賛同いただき、皆様の優れた商品、作品、
サービスの提供・紹介と関連情報の発信の場としてまた、ビジネス拡大の機会としてご出展いただけますようご案内申し上げます。

【名称】ホビーフェスタいしかわ201９
【会期】令和元年１１月２２日（金）～２４日（日）10：00～17：00（最終日は16：30まで）
【会場】石川県政記念 しいのき迎賓館
【主催】ホビーフェスタいしかわ実行委員会
【共催(予定)】石川県教育委員会・一般財団法人石川県芸術文化協会・北國新聞社・しいのき迎賓館
【後援(予定)】石川県・金沢市・金沢市教育委員会・石川県市長会・石川県町長会・石川県商工会議所連合会・石川県商工会連合会
（順不同） 公益社団法人PTA全国協議会・一般社団法人日本ホビー協会・公益社団法人日本家庭園芸普及協会・
一般社団法人日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会・日本釦服飾手芸卸売協同組合連合会・一般社団法人日本縫製機械工業会
公益財団法人日本手芸普及協会・NHK金沢放送局・一般財団法人北國新聞文化センター・北陸放送・テレビ金沢・
エフエム石川・ラジオかなざわ・ラジオこまつ・ラジオななお・金沢ケーブル

出展のご案内

今年のテーマは…

「見つける楽しさ・広がる世界！手作り生活をはじめよう！」
今年のホビーフェスタのテーマは「見つける楽しさ・広がる世界！手作り生活をはじめよう！」。
ホビーフェスタいしかわの出展・体験・展示を通して、来場者の皆様に手作りの楽しさを発見して
いただきます。平成から令和へと時代も変わり、出展者の皆様に新しいつながりの輪が広がるよう
に、来場者の方の生活に手作りの彩りが添えられるように。皆様の「手作り生活」がより広がるよ
うなイベントを一緒につくりませんか。

出展ブース

ホビースクエア

クリエーター
スクエア

体験コーナー

ワークショップ

※詳細は後述の出展要項よりご確認ください。

◆企画一覧
◎ワークショップ
会期中は、様々な手作りを見るだけでなく、
実際に体験できる企画を数多くご用意します。

◎体験教室・ギャラリー
キルト作家などのホビー関連の講師による
作品解説のトークショーや体験教室を実施します。

◎作品展示
キルト、手芸などの作品展や体験コーナーを企画

◎木育ひろば
木のおもちゃの販売や手作り体験コーナーを企画

◎ホビッ子広場
子供対象の手作り体験・参加型コーナー

◆出展対象
●編物・手芸・キルト・刺繍・レース・手織・パッチワーク・着物・和裁・ソーイング・ボタン・ビーズ●フラワーアレンジメント、
ドライフラワー・押花・ブーケ・コサージュ・ブリザードフラワー・盆栽、ガーデニング●レザークラフト・ペーパークラフト、
キャンドルクラフト・タイルクラフト・ドール・カルトナージュ・ぬいぐるみ・フェルト・ラッピング・アクセサリー・銀粘土、●
サンドアート・プリント・ステンドグラス・パウダーアート・ドローイング・画材・絵手紙・絵画・書●カリグラフィ・アルバム、
スクラップブッキング・絵本・出版●DIY・ホームファニシング・インテリア小物・手づくり家具・木工●伝統工芸・陶芸・漆器、
ガラス・和紙●ネイルアート・メイク・アロマ・石鹸・ボディケア●ジオラマ・手づくりおもちゃ・模型・写真・カメラ・手品用品、
科学用品・文具・音楽・各種コレクション、ダンス・料理・お菓子づくり その他手づくり分野、学習分野、趣味・余暇の分野など
のホビー分野すべて、またこれらに関する材料・機材など。

◆広報宣伝
◎チラシによる開催告知を行います。
◎新聞記事や広告の掲載による開催告知を予定しています。
◎ホームページやＳＮＳを利用した開催告知を行います。

出展のご案内

◆出展要項

※お申込み前に必ず出展規約・注意事項をご確認ください

①ホビースクエア

出展料金

４５,０００円（税別）

※下記スペースに、出展・体験ブースを設置いたします。

小間仕様

◎広さ ３.６ｍX１.８ｍ
◎テーブル
１.８ｍX０.９ｍX０.７ｍ ２本
◎パラペット（横板）
◎出展者名板（統一デザイン）
◎ワークショップ 90分／小間
※希望者のみ

■会場使用計画

ホビーフェスタ工房

１F：ギャラリーA・ギャラリーB

１.８ｍ

※各ブースには背面・側面の
間仕切りパネル等は付属しておりません。

3.6ｍ

ギャラリーA

②クリエータースクエア

出展料金

ギャラリーB

１０,０００円（税別）

小間仕様

◎広さ １.８ｍX１.８ｍ
◎出展者名板（統一デザイン）

２F：イベントスペース・ガーデンルーム

※スペースのみの貸し出しとなります
※会場の出展レイアウトは主催者が割り振ります
※備品及び電源等は事務局でご用意しております。ご希望のお客様は
申込後に送付される申請書類にてご確認の上お申し込みください。

③ワークショップ

出展料金

２,５００円（税別）

仕様

◎９０分
◎12名受講用ブース
◎テーブル
１.８ｍX０.９ｍX０.７ｍ 3本
◎椅子 １２脚
◎電源2000W 4口
★サンプル設置スペース
インフォメーションで体験教室のサンプルを設置いただけます。
※実施は各日4回に分けて実施します。(3日間×4小間の申し込み可)
※開催日時は申し込み先着順で決定いたします
※申込確定後、事務局にて希望日時をまとめ出展者にご案内いたします。

イベント
スペース
ガーデン
ルーム

３F：セミナールームA・セミナールームB

セミナーＡ

セミナーＢ

※その他出展者負担となるもの
１．電気・・・・・・電気の使用を希望する場合は予め事務局に届け出てください。（ホビースクールの基本仕様分の電気は含みません）
お申込み容量に応じて１００Ｖの場合はコンセントをブースまで設置いたします。
※２００Ｖの場合は別途ご相談ください。（いずれも有料となります。）
２．備品等・・・・・基礎備品以外で照明や備品等必要な場合はすべて出展者にてご負担ください。
※出展お申込み後、別途電気・備品申し込み書をお送りいたしますので期日までに事務局へお申し込みください。
３．給排水ガス・・・本会場ではいっさいの給排水工事、ガス工事はできません。水は汲み水を使用し、熱源は電気器具をご使用ください。

◆会場について
石川県政記念 しいのき迎賓館
〒920-0962 石川県金沢市広坂2丁目1番1号
TEL ： 076-261-1111 FAX ： 076-261-1115
■金沢駅から
＜乗車場所＞・兼六園口（東口）― 3、6、8、9、10、11番
・金沢港口（西口）― 5番乗り場より
＜降車場所＞「香林坊（アトリオ前）」下車（所要約10分）
徒歩約5分
■小松空港から
空港連絡バス(金沢市内経由）で約50分。
「香林坊（日本銀行前）」にて下車。徒歩約5分。
■北陸自動車道から
・金沢西インターより車で約20分
・金沢東インターより車で約20分

出展のご案内
出展の申し込み方法
●申込方法

●出展料金のお支払い

別添の【出展者申込書】に必要事項を記入の上、郵送又は
ＦＡＸまたはメールにて事務局までお申込みください。

●申込締切日

令和元年８月３０日（金）
小間数には限りがありますので、予定小間に達し次第、
締切前でも受付を終了しますのでご注意ください。

お申込み用紙が事務局に届きましたら、折り返し請求書を
送付させていただきますので、請求書がお手元に届きまし
たら、下記指定口座までお振込みください。
※振込手数料は出展者にてご負担ください。

振
込
先

北國銀行 北國新聞社出張所 普通042142
口座名／ホビーフェスタいしかわ実行委員会
※お申込み後の出展取消しの場合、キャンセル料をお支払いただきます。

【お申込み・問い合わせ】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ホビーフェスタいしかわ実行委員会事務局
〒920-0919 石川県金沢市南町２番１号 北國新聞会館 株式会社ケィ・シィ・エス内

TEL：076-262-2611

FAX：076-262-261８

e-mail：hobby@kcs-inc.jp

◆出展に関する規約・注意事項
１．出展にあたって
①出展内容
・ホビーフェスタいしかわにふさわしい内容のものとし、公序良俗に反するものは禁止します。
※事務局が出展内容をふさわしくないと判断した場合、出展はお断りし、すでに振り込まれた出展料は全額返金いたします。
②出展料の支払
・申込締切後、請求書を発送します。お手元に届きましたら、指定口座まで期間内にお振込ください。
・振込手数料は出展者のご負担とさせていただきます。
③出展申し込みの取消・変更について
・原則として出展申込締切日以降すでに申し込まれた小間に対しての変更または取消はできません。
・申込締切日以降のキャンセルは出展料の50％をお支払いいただきます（納入済みの場合、50％は返金）
・会期1か月前以降のキャンセル（10月２２日以降）は出展料の100％をお支払いいただきます。

２．会期中の注意事項
①出展の中止
・開催当日の荒天等、特殊な事情により中止となった際には出展料の払い戻しは行いませんのでご了承ください。
②出展スペースの利用
・当日、会場は一般の方も利用されますので、既定のスペースを超えた展示はできません。
事務局より注意があった際には、速やかに対応してください。対応がなかった場合、出店を中止していただくことがございます。
③出品物の管理
・出展者は期間中、出品物の搬入・展示・実演・搬出を行う際には事故防止に努めてください。
・事務局では警備員を配置して会場全体の管理は行いますが、盗難や天災、火災、不可抗力等による損害は事務局では責任を負い
ませんので、出展者個々において管理し、保険等への加入等を行い、万全を期してください。
④実演、講習、教室
・出展者は自社小間内での実演・講習・教室・体験を行うことは自由ですが万一、事務局で会場管理上支障が生じると判断した
ときは制限または中止をお願いすることがあります。
・体験スペースを利用した出展をなさる場合、利用時間中は各出展者様にて管理していただきます。利用時間中に発生した
事故等について、事務局では責任を負いませんのでご注意ください。
⑤危険物の取り扱い
・会場内に、消防法で定める危険物（高圧ガス・液化ガス等）を持込むことはできませんのでご注意ください。
・実演等で使用する道具、機械を使用する場合はその管理に注意して出展者自身で安全管理を行ってください。
※万一、けがや事故が発生した場合は速やかに事務局に連絡してください。
⑥荷物の送付・返送について
・出展確定後のご案内にて、荷物の送付場所・時間を指定いたします。指定された時期にご送付ください。返送につきまして、
事務局にて運送業者を手配いたします。詳細は後日ご案内させていただきます。

３．会場（しいのき迎賓館）利用上の注意
①搬入出について
敷地内の自動車による搬入出以外での駐停車は禁止となっております。搬入出終了後は近隣の駐車場などに駐車してください。
※搬入出の詳細については、出展確定後に発送される出展確認書にてご案内いたします。確認書をご確認の上ご利用ください。
②動線の確保
展示期間中、施設内は一般開放を行っております。他のお客様の通行の妨げとならないよう展示物の管理をお願いいたします。
③指定の場所以外のポスター張り紙等の禁止
各自の出展ブース内のパラペット・机・椅子を除き、館内へのポスターなどの掲示物の掲出を禁止致します。
④ゴミの処分について
館内でのごみ処理は行っておりません。各自でお持ちかえりいただくようお願いいたします。

４．その他
・規約は変更になる場合がございます。変更があった場合にはご連絡させていただきますが、出展される際にはご注意ください。
・上記規約が守られない場合、また事務局からの注意があった後にも対応がなされない場合には、会期前・会期中にかかわらず
出展をお断りさせていただく場合がございます。規約をよくお読みになったうえで出展くださいますようお願いいたします。

申込締切日

【出展申込書】

令和元年８月３０日（金）

ホビーフェスタいしかわ実行委員会殿
申込日

出展要項を了承し、下記の通り出展を申し込みます

年

月

日（

）

●出展者名
フリガナ

フリガナ

企業・団体名

フリガナ

住

所

フリガナ

担 所属・役職
当
者

氏名

TEL

連 FAX
絡
先 e-mail

〒

担当者携帯電話

●各種請求書および案内等送付先

※上記出展者と異なる場合のみ記入ください。

フリガナ

フリガナ

企業・団体名

フリガナ

住

所

フリガナ

担 所属・役職
当
者

氏名

TEL

連 FAX
絡
先 e-mail

〒

担当者携帯電話

●申込小間数・出展料

※会期1か月前（令和元年1０月２２日）以降の出展取消しの場合は、キャンセル料として出展料の100%を申受けます。
出展ゾーン

①ホビースクエア

1小間の料金（税別 ）

※ワークショップ 90分／小間 付（希望者のみ）

②クリエータスクエア
③ワークショップ
ワークショップ
をご希望の方

●業態の分類

出展料金

45,000円

小間

円

10,000円

小間

円

2,500円

小間

円

希望時間帯を〇で囲ってください

11 月 22 日（金）
11 月 23 日（土）
11 月 24 日（日）

申込小間数

主な体験内容

午 前
午 前
午 前

／
／
／

午 後
午 後
午 後

※出展のご案内の「出展対象」をご覧の上ご記入ください。（小間位置を決定する際の参考とさせていただきます）

出展形態
※該当内容を〇で囲ってください

展示

販売

実演

体験

業務分類（複数記載可）

●備考

※隣接希望企業・団体等がありましたらご記入ください。その他希望事項

（但し、ご希望に添いかねる場合もありますので予めご了承ください）

事務局記入欄

【お申込み・問い合わせ】 ホビーフェスタいしかわ実行委員会事務局
〒920-0919

石川県金沢市南町２番１号 北國新聞会館２Ｆ

TEL：076-262-2611 FAX:076-262-2618
Ｅ-mail：hobby@kcs-inc.jp

株式会社ケィ・シィ・エス内
担当

沢田

※上記情報はホビーフェスタいしかわ201９に関わる事項以外の使用はいたしません。
※この申込書は必ずコピーをとって控えとして保管ください。

受付日

受付番号

確認印

