クラフトパーティー秋
出展者募集中！
秋のクラフトパーティーのテーマは「わくわくの森」。
クラフトパーティー運営事務局では
お客様が見て買うだけでなく、来場者も、出展者も一緒に参加して
楽しいイベントを考えています
手の込んだ皆さんの素敵な作品を気に入っていただけるように
お買い求めいただいて喜んでいただけるように
企画を考えております。ぜひご協力をお願いいたします。

★テーマ雑貨の森・・・テーマに沿った雑貨販売ブース（1 階ホール）
★森の商店街・・・ハンドメイド雑貨や洋服・お菓子まで各種のお店が並ぶ館内ブース
（2 階）
★森のスーパーマーケット・・ハンドメイド雑貨等を委託販売できるブース
★森のレストラン・・・移動販売および館内での飲食販売ブース
★森のアドベンチャー・・・来場者向け謎解き型アトラクション
★森の学校・・・ワークショップブースおよび時間制募集型ワークショップ

お客様がわくわくするイベント、ご出店の方も楽しいイベント、をコンセプトに秋は企画
を中心としたイベントにて開催いたします。

◇イベント内容(予定)
・ハンドメイド・雑貨販売
・体験・ワークショップ
・PHOTO 撮影会
・カフェ・飲食
・アトラクション・ゲーム
・抽選会
など

◇日時
日 程

2019 年 9 月 23 日(祝) 11:00～16:00

場 所

金沢市ものづくり会館
金沢市粟崎町 4 丁目 80-1

時 間

上記記載

募集締切

2019 年 5 月 31 日

◇募集内容 全 100 ブース

①テーマ雑貨の森（1 階多目的ホール）Ａブース
【A】間口 2.2×奥行 2.2m1 ブース 6000 円

（テーブルレンタル 1 日 500 円）

★今回は 1 申込につき 1 ブース限定となります。
★各テーマに沿った作品をお持ちいただける方のみのエントリーとなり審査がありま
す。（一部その他の作品が含まれてもよいです）
Ａ－１ どうぶつをテーマにしたブース 10～15 ブース
Ａ－２ 月・星・宇宙テーマのブース 10 ブース
Ａ－３ おばけ・モンスターがテーマのブース 10 ブース
Ａ－４ ぶさかわなアイテム・カラフルＰＯＰなアイテムのブース 10～15 ブース
★上記においては雑貨、またはハンドメイドの作品
調理済み食品、衣類、絵画、写真、等を常駐販売できる方 （プロ・アマ問わず）
★各募集ブースの数は目安です。若干前後する場合があり、定員に達次第終了いた
します。

②森の商店街（2 階ホール）Ｂブース 全 23 ブース
【B】間口 2m×奥行 1.8m

1 ブース 5000 円

★今回は 1 申込につき 1 ブース限定となります。
※ただしお 2 人でそれぞれ 1 ブースずつ申込の場合に限り、2 ブース仕立てで利
用したいただくことは問題ありません。（出展者名は二つ必要です。）
隣合わせのご希望をお書きください。
★各ブースのサイズはやや小さめとなります。予めご了承ください。
★Ｂブースに限り、（テーブル 1 台・椅子 2 個）まで無料にてレンタル可能です。

③森のがっこう（1 階エントランスフロア） Ｃブース 全 5 ブース
【Ｃ】間口 2.5m×奥行 2.5m
1 ブース 7000 円
（テーブルレンタル 1 日 500 円）
★同ジャンルは重複せず受付いたしますので、審査があります。

④森のレストラン（屋外・中庭・キッチン・室内大型）Ｄブース全 10 ブース
Ｄ－１ 調理室ブース＜各自コンロ・水道付・電気利用可 無料＞ 2 ブース有
1 ブース 8000 円
Ｄ－２ 移動販売玄関前ブース＜電気利用可 無料＞ 4 ブース有
1 ブース 8000 円
Ｄ－3 中庭販売ブース＜電気利用可 無料＞ 2 ブース有
1 ブース 7000 円
Ｄ－4 室内販売大型ブース（2.2×2.2）＜電気利用可 無料＞ 7 ブース
1 ブース 7000 円
※いづれも、調理室の調理台・水道などご利用頂けます。（共用）
備品利用の場合は、事前に利用備品をご申請頂きますが、基本無料で
ご利用頂けます。ただし利用したものは現状復旧頂きます。

⑤森のスーパーマーケット（委託ブース）
・子育て中の方や、お忙しい方をサポート。商品を委託で出店できる常駐不要のブ
ースです。テーブル上に、ディスプレイしていただきます。 販売については一括し
て本部で代理で行います。取り外し可能な商品値札が必要です。
ハンガーにかける商品のある方は、ハンガーラック 1 台がブース一つと代用できま
す。ご希望の方は 2 ブースの申し込みも可能です。
【Ｅ】70 ㎝×70 ㎝のテーブル上スペース 1500 円
常駐不要、受付後、搬入搬出のみ必要です。
70cm×70 ㎝のサイズにおさまるように展示をしていただきます。
テーブル上のスペースです。背面は壁になり、通り道ではありませんので
片方から見えるようなディスプレイが可能です。
商品を入れる袋などは各自お持ちいただきお預け下さい。
販売手数料などは不要です。
売上は当日精算いたします。
商品管理用のタグを各自ご準備頂きます。

★貸出備品★（ブースによる異なる）
<貸出備品>
※椅子 各ブース 2 客まで 無料貸出（数に限りあり、先着順）
※電源 利用無料 ただし必要な方は事前申し込み要

◇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有料です。
・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。
・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。
・搬入時ならびに、イベント当日の駐車場のご利用については、本イベント実行委員会の指示に
従ってください。
・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店いただきます。
・ 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

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.076-256-0340 / FAX.076-256-0349

