金沢クラフトパーティー 2019 春
出展者募集中！

来るだけで楽しい、参加して楽しい、そんな一日になるように企画をしております。今
回は大きな会場の中で、各ジャンルに分けてブースを配置予定ですので、気軽なハ
ンドメイドから、プロ顔負けのもの、また体験まで気軽にご参加いただけます。
◇イベント内容(ブース予定)
・手作り・ハンドメイド・雑貨販売ブース
・専門クラフト・クリエイターブース
・ビューティー・体験ブース
エステ、ネイル、マッサージ、占い、イラストなど

個別ブースをご用意予定です。

・ワークショップブース
各種体験ができるブース（内容は問わず）を広く募集いたします。
・PHOTO ブース
写真スタジオ様やカメラマンの方のご出展ブースとなります。
・カフェ・飲食

移動販売、屋内のカフェブースなど各種承ります。

他イベント、来場者抽選会 などを予定しております。

◇日時
日 程

場 所

時 間

第１次
募集締切

２０１９年４月２０日(土) 11:00～16:00
２０１９年４月２１日（日）10:00～16:00
金沢市ものづくり会館
金沢市粟崎町 4 丁目 80-1
上記記載

2018 年 10 月 31 日
※第２次募集は第１次募集の予約状況により開始有無を決定いたします。
※募集状況により募集締め切り日より前倒しになる場合があります。

◇募集内容
①屋内（１階）（物販・体験ほか基本）ブース A

220 cm×220cm(テーブルレンタル 1 台 500 円/日 椅子 2 客無料)
2 日間 9,000 円 1 日のみ 7,000 円（20 日のみ、21 日のみ）
②屋内（２階）（物販・体験ほか基本）ブース B
220cm×220cm (テーブルレンタル 1 台まで無料 2 台目以降 500 円/台/日 椅子 2 客無料)
2 日間 8,500 円 1 日のみ 6,500 円（20 日のみ、21 日のみ）

③屋内（物販のみ）委託ブース C
60×60 または、ハンガーラック（１連）2 日間 1 ブース 4,000 円（1 日のみ出店も同額）
※商品は委託となり、常駐不要。ただし搬出入、ディスプレイは必須です。
※ディスプレイスペースはテーブル上の指定のスペースとなります。

④体験・ワークショップブース D（募集ブース：６ブース）
・変形 250cm×250cm 体験・ワークショップがメインのブースです。
※ロビーまたはエントランスのスペースとなります。
(テーブルレンタル 1 台 500 円/台/日 椅子 2 客無料)
2 日間 10,000 円 1 日のみ 8000 円（20 日のみ、21 日のみ）

⑤移動販売車及び屋外飲食ブース E（募集ブース：５ブース）
（2 日間） 1 台 10,000 円 （土曜のみ/日曜のみ） 1 台 8,000 円
電気代・水道、キッチン利用込み
⑥キッチン（募集ブース：２ブース）F
（2 日間） 10,000 円 （土曜のみ/日曜のみ）

8,000 円

(テーブルレンタル 1 台 500 円/日 椅子 2 客無料)

⑦屋外広場（芝生スペース）（募集ブース：３０ブース）G
（2 日間） 2,500 円
※荒天中止・小雨決行、場所振替なし
※備品貸し出しなし（テント等必要な備品はご自身で持参ください）

◇応募要項
・応募の際は、申込用紙または、エントリーフォームより記入の上、写真をお送りください。写真は
メールもしくは郵送、エントリーフォームからお願いいたします。
添付頂いた画像は各種の告知に利用させていただきますのでご了承ください。
・ご出展の可否につきましては内容等を考慮し選考の上決定させて頂きますのでご了承ください。
・出店が確定いたしましたらメールにてご連絡をいたします。メールにてご連絡をする場合がござ
いますので、PC メールの受信解除をお願いいたします。
・出展料は、事前のお振込みをお願いいたしております。
ご出店確定のご連絡ののち 1 週間以内にお振込みをお願いいたします。(ゆうちょ・北國銀行・
北陸銀行の何れか)
・1 階ブースのテーブル貸し出しは今回より有料となりました。
・屋外ご出店のブースで当日雨天・荒天となった場合、当日ご出店の有無にかかわらず返金は致
しません。また、ブース場所の移動も行いません。
・お申込み後のキャンセルは開催 1 か月前以降はいかなる理由があってもご返金は出来ません
のでご了承ください。それ以前のキャンセルについては対応いたしますが、返金時に発生する振
り込み手数料は出展者様の負担となります。
・出店者はイベント開催中の事故、紛失、傷病等に関し、主催者の責任を免除し、損害賠償等の
請求を行わないものとします。
・法令・条例に違反するおそれのあるものは使用・出店・出品できません
・ブース位置について、ご希望を承りません。知人等で隣同士で出店されたい場合は、２ブースお
申込みください。
・２ブースお申込みいただいた方は、優先して１階の配置となります。
・皆様には、販促用のチラシをお送りします。ぜひ周辺の皆様やお友達などに配布をお願いいたします。
・個人情報につきましては、本イベント実行委員会の他では利用いたしません。
・電源使用を申し込まれた方は、延長コード、養生用のテープをご持参下さい。
・当日出たゴミは各自必ずお持ち帰りください。また、飲食でのご出店者の方はゴミ箱をご用意ください。
・飲食販売の方は、必ずお客様用ゴミ箱の設置をお願いいたします。
・飲食販売については、営業許可申請品目のみとさせていただきます。また申し込みの際、営業
許可書の写しをご提出いただきます。菓子販売の方は菓子製造許可書（営業許可書）の写しを
お願いいたします。
・委託出店のブースについては、飲食物、可燃性の高い商品は不可とします。
取り外しができる「値札」を貼り付けの上ご出展いただきます。
・ 盗難、万引き、物品売買、事故、けが、紛失等のトラブルについては一切責任を負いかねます。
・ 出展者様は、周りの出展者や来場者に迷惑となるような展示や行為を行わないようにし
てください。
・ 出店者同士・来場者とのトラブルには一切関与いたしません。
・ 会場・備品を破損、汚損された場合、実費にて請求させていただく場合があります。
・ 出展内容に人的、物的破損の危険やトラブルの恐れがあると判断した場合は、運営側が
出展者様に 出展内容の変更、又は出店休止をお伝えする場合がございます。
その場合は速やかに従ってください。その場合の出展料の返金、損害の責任は負いません。

・ 諸般の事情により当イベントの開催が中止された場合、参加費以上の保証は負いません。
・ 当イベントが会場の都合（施設上のトラブル等）や天候災害などの理由でやむを得ず中
止となった場合、参加費が返金できない場合がございます。ご了承下さい。
・イベントへ参加するにあたっての往路・帰路等移動中、また搬出入中の事故に対しては一
切責任を負いかねます。

◇ご出店者様へのお願い
実行委員会ではもちろんたくさんのお客様にお越し頂き、ひとつでもふたつでも気に入ったものを
お買い求めいただけるように、精一杯イベント開催まで頑張ってまいります。
下記のような様々な企画および販売促進を計画しており、一つでも二つでも皆様にもぜひご協力
をお願いできればと思っております。ぜひご協力をお願いいたします！
※主な販促予定
・チラシ配布・・・ご出店の皆様にお送りいたしますのでご配布をお願いいたします。
・チラシの店頭配置
・地方情報誌への掲載
・SNS で作家さんのご紹介
・折り込み広告
・事前予約でのイベント集客

★皆様へのお願い★
強制ではありませんができるだけご参加をお願いいたします

① 抽選プレゼントのご協賛（1 個～）

Craft Party 実行委員会
7tails works / 合同会社シーズ
石川県河北郡内灘町千鳥台２－１６
TEL.076-238-0340 / FAX.076-256-0349

金沢クラフトパーティー2019 春 出店申し込み書
□ 応募に際し、募集要項の内容・条件に承諾しました
フリガナ

出店名
（ブース名）

代表者氏名

〒
住所
ご連絡先
電話番号
ご連絡先
メールアドレス

出展ブース

希望の箇所にチェックを入れてください。
2 ブース以上ご希望の場合は、下記＜＞に数量をお書きください。
◆基本ブース【A】間口 2.2m×奥行 2.2m 屋内１階
□4/20 のみ（11：00～16：00） １ブース（7,000 円）
□4/21 のみ（10：00～16：00） １ブース（7,000 円）
□4/20～21 １ブース（9,000 円）
□テーブル１台（有料：１日５００円） □椅子２脚（無料） □電気
◆基本ブース【B】間口 2.2m×奥行 2.2m 屋内２階
□4/20 のみ（11：00～16：00） １ブース（6,500 円）
□4/21 のみ（10：00～16：00） １ブース（6,500 円）
□4/20～4/21 １ブース（8,500 円）
□テーブル１台（無料） □椅子２脚（無料） □電気
◆委託ブース【C】テーブル間口 0.6m×奥行 0.6m またはハンガーラック１連 屋内
□テーブル １ブース（4,000 円）
□ハンガーラック １ブース（4,000 円）
◆体験・ワークショップブース【D】
□4/20 のみ（11：00～16：00） １ブース（8,000 円）
□4/21 のみ（10：00～16：00） １ブース（8,000 円）

□4/20～21 １ブース（10,000 円）
□テーブル１台（有料：１日５００円） □椅子２脚（無料） □電気
◆移動販売及び屋外飲食ブース【E】

□4/20 のみ（11：00～16：00） １ブース（8,000 円）
□4/21 のみ（10：00～16：00） １ブース（8,000 円）
□4/20～21 １ブース（10,000 円）
◆キッチンブース【F】

□4/20 のみ（11：00～16：00） １ブース（8,000 円）
□4/21 のみ（10：00～16：00） １ブース（8,000 円）
□4/20～21 １ブース（10,000 円）
□テーブル１台（有料：１日５００円）
◆屋外ブース【G】間口 2.2m×奥行 2.2m

□１ブース（2,500 円）
企画ご協力

□抽選プレゼントご協賛（1 個～）

チラシの希望枚
数（100 枚以内）

出展内容

ご出店の内容について、できるだけ詳しくお書きください。
SNS での告知やご紹介に使わせていただきます。また体験の方は、体験メニューや
金額についてお書きください

振込先

ゆうちょ

北國銀行 北陸銀行 の何れかよりお選びください

