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**出展者募集します !必ずご確認ください**

24日 (■ ) 10:30～ 17:00(入場終了16:30)

*場 所 : 高知市文fヒ プラザ かるぽ―と7F 市民ギャラリー第 10第 2展示室
高知市九反田2番 1号
室内ですので雨天も決行いたします。
駐車場 (有料 )。 エレベーター・トイレあり

出展応募要項

*イベントの趣旨…・高知の Handmade文 化の向上。発展のため個人で営業・活動している作家が集ま
り、作品を展示販売する。(プロ・アマ問わず )

県外の作家を迎え交流することにより、各作家の活性化・向上に役立つ。
作り手と使い手 (作家とお客様)のコミュニケーションによりHandmadcを 通じて地域の活性化をはかる

ことができる。
作家同士の交流を深め、各々成長し、Handmadcの 良さを広めていく。

【出展条件】
・2日 間開催にあたり、原則として2日 間出展していただくこととします。両日出展が無理で出展
希望の場合、希望欄にご記入ください。調整の上、決定させていただきます。

・オリジナル作品であること、自作に限る。
・1ブース作家2名 まで。3名 の場合は2ブース申し込んでください。
・イベントの趣旨を理解し、公的秩序を乱すことのないことも
0食品出展に関しては、営業許可を受けていることが必修条件となります。(高知市生活食品課
に問い合わせの結果)ご希望の場合は、別途お問い合わせのうえ、申し込みください。

・会場内、火気厳禁・禁煙。

*1ブース(Aブース[背面利用可]:約 200× 1 50cm Bブ ース[背面利用不可]:約 200× 100cm)
注 ;お隣同士気持ちよく、トラブルのないようにご注意ください。

事務机 1台 &椅子&展示台 (2台 まで)は無料で会場にて借用できます。必要に応じ作品を飾
る什器・マネキン等は各自でご用意ください。

*募集ブース数 :102(Aブース…・830Bブース…・19)
ご希望はお伺いしますが、調整させていただく場合があり、ご希望に添えない場合もございます
が、その際はご了承ください。食品出展は Aブースとなります。

*出展料 : Aブース 両日¥6,800(背 面使用可・運営費込)

一日¥3,500(背 面使用可・運営費込)

Bブース 両日¥5,800(背 面使用不可・運営費込)

一日¥3,000(背 面使用不可・運営費込)

*応募方法 :規約に同意のうえ、郵送 (作品写真 を必ず添付 )してください。

申込受付 7月 10日 ～25日 (当 日消印有効 )

申込書に必要事項を記入し、作品写真を必ず添え、(過去出展者様も最新作品をお願いします。添付
ない場合は選考対象となりませんので、ご注意ください。)郵送ください。

〒780-0945高 知県高知市本宮町 222 Jヒ添夕美方
「Handmadc Marketin Kochi Vol。 21」 事務局宛

*開催日:2018年 11月 23日 (金・勤労感謝の日)11:00～ 17:30(入場終了17:00)
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==出展規約==
①本規約の効力の発生

事務局が出展を許可した時点で、出展者が本規約に同意したものとみなされ、効力が
発生し、出展者には本規約を遵守する義務が発生します。

②出展目的
Handmadcの 良さを広げ、出展者とお客様の交流、創作活動の作品の展示販売。発表の

場とする。

③出展資格
事務局が許可した作家。出展基準の公表はいたしません。申込者全員が参加できるわ
けではありません。ご了承ください。
作品は、オリジナルで自作のもの(著作権侵害対象になるような素材を使用したもの出展は
できません。また、作品購入出展並びに材料販売は厳禁です)

食品出展に関しては、営業許可を受けていることが必修条件となります。(高知市生活

食品課に問い合わせの結果)

④出展申込みとキャンセルについて
申込〆切後、ブース数 0出展目的・イベントの趣旨0資料等をもとに事務局にて出展決定させ

ていただき、8月 上旬出展可否に関わらず全員の方にお知らせさせていただきます。出展許

可の作家様は、出展料をお支払いいただき正式決定となります。(お支払い方法は「出展決

定通知書」に記載 )

出展マニュアル及びDM・チラシを10月 中旬に送付いたします。
出展申込み後の解約。キャンセルは基本的に認められません。キャンセルした場合、出展料
の返金はできません。
「出展否の場合にキャンセル待ち」をご希望の方は申込書のチェック欄にレ印をお願いしま

す。(開催 日間際のご連絡となりますので、間際でも出展可能な作家様 )

また、出展当日、他のイベントヘの参加はご遠慮ください。

⑤会場のレイアウト・ブースの位置について
会場内のレイアウト、出展者ブースの配置は出展ジャンルの内容などを十分考慮した上で、主

催者及び事務局で決定させていただきます。
開催当日、やむを得ずレイアウトの変更が行われる場合があります。ご協力よろしくお願いしま

す。
出展者は異議申し立て並びに賠償責任などを問うことはできません。

⑥出展ブースの譲渡・交換の禁止
出展者は、出展ブースを譲渡・交換することはできません。判明した場合は、販売・展示を中
止していただきます。

⑦展示作品の管理 0免責
事務局は会場の管理を行いますが、各ブースの警備はできません。作品の管理は、出展者の

責任において行つてください。主催者及び事務局は、作品の損害・盗難・紛失・破損及び作品
に対するクレームなどについて一切の責任を負いません。

③不可抗力による中止など
主催者は、天災その他の不可抗力などにより開催を中止することもあります。

⑨搬入。搬出、清掃について

必ずスタッフの指示に従つてください||(本部はHandmade∫lm)

*搬入 :9日寺30父ンヽ 10日寺00愛〉]曼 付 、711会 場 入目 受付終了後作業開始

2日 目の受付は9時から行います。2日 目のみ出展の方 はディスプレイ

時間が短いですので、手早くよろしくお願いします。
両日出展の方も必ず受付をしてください。(10時までに済ませてください)

遅刻厳禁 !!受付時間中に手続きができない場合は、特別な理由を除き出展取消とな
ります、ご注意ください。(やむを得ない場合は、必ずご連絡ください。)
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*搬出 :終了後、23日 のみの方は、17:30終了後、会場入口受付にアンケート提出・名札返
却、その後18:45までに搬出終了。机・椅子はそのまま、展示台は返却(6F)
続けて24日 出展の方はそのままで結構です。

24日 終了後は、17:10集合、少しミーティング(アンケート提出0名 札返却)そ の後、18:30
までに搬出終了。

*各ブースの清掃は各自行い、ゴミはお持ち帰りください。

⑩資料などの配布について
会場入口にテーブルを出します。ブースの紹介カード等配布物を置いていただいて結構で
す。会場入口受付に申し出てください。ただし、出展者及び作品に関係のない資料を配付す
ることはご遠慮願います。

⑪出展者の心得
・出展者は、お客様をお迎えする立場です。お客様が気持ちよく楽しんでいただくため出展者
はマナーを守り節度ある行動をとっていただきますようお願いします。みんなのマーケットで
す。気持ちよく行うため、スタッフの指示に従い、出展者同士協力してください。

・自己のブースには必ず立ってください。空席にしないこと。
・マーケット終了までは絶対に店じまいしないこと。
・プレゼント企画のある場合は、出展者及び出展者の家族は参加できません。
・他の出展者の商品の購入は、お客様優先とするため午後 2時30分以 降 にお願いしま
す。

・会場内では水分補給のみ。食事等は控え室でお願いします。
これらのことが守れないことが判明した場合は、次国からの出展をお断りさせていただく場合
があります。

⑬「Handmadc Market in Kochi」 主催者・事務局の運営について
主催者 0事務局は、業務を円滑に行うために、各種規則の制定、修正を行うことができます。
出展者が本規約に違反した場合、また事務局が不適切と判断した場合、会期前、会期中に関
わらず、事務局が出展者の出展を中止させることができますが、それにかかる費用の保障は
できません。

主催 Handmade markct in Kochi事務局 代表 Handmade STERA Jヒ 添夕美
高知市本宮町 222■L088-840-2128・ 090-6281-4519 FAX 088-840-2128
c―mail;handmaddnkochi@yah00。 CO.jp

会場へのアクセス

*電車ではりまや橋下車 徒歩5分

菜園場下車   徒歩3分

*バスではりまや橋下車 徒歩5分

*車ではりまや橋より 5分
*高知インターチェンジより車で 10分

●今回は、作家プレゼントの回です。各ブース、プレゼント方法は自由です。負担にならない程度で、
お考えのうえ、お客様に喜んでいただけるようお願いします。

*追伸 ;一 日目(23日 )終了後、親 睦会 (交流 会 )を持ちたいと思います。是非ご参加ください。

予算…04,000円程度 場所は「堀川」を予定しています。

マニュアル等発送時にご連絡させていただきます。

地図は、かるぽ―と

HPを参照ください
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Handmade

・希望ブース (両 日 A
O申 込ブース数  (

0氏 名 :

・活動名 :

OHP・ ブ ログ等 URLの ご記 入 をお 願 い します 。

(作品確認及び出展の際、出展者一覧表 (活動名で)を会場入口で配布に使用させてい

ただく場合があります)

http:〃

・住所 :(〒

・連絡先 (携帯OK!連絡のつく方法):

・PCアドレス Or携帯アドレス(メールで済む連絡事項につきましては使用させていただ

きたいと思いますのでご記入お願いします。):

・出展否の場合のキャンセル待ち  希望する 。 希望しない

○で囲んでください

・親睦会 (交流会) 出 席 ( 名 ) 欠 席

以上の内容にて、H月 23024日 開催の「Handmadc Marketin Kochi Vol.20」 に参加を

希望します。また、規約を承諾いたしました。

氏名 : Fロ

お預かりしました個人情報に関しましてはイベント開催のみに使用させていただきます。

0自 己PR記入欄 (作品の内容・過去の販売歴・活動歴・Handmadeに対してのお考え等)


