待望のグランメッセ開催!!

カントリー＆
クラフトフェア 2017 秋

【出展のご案内】

会
会

期：2017.9.1【金】～9.3【日】
午前 10 時～午後 5 時
場：グランメッセ熊本
〒861-2235 熊本県上益城郡益城町福富 1010

《主 催》
熊本日日新聞社
《お問合せ先》
すぱいすカントリー＆クラフトフェア出展事務局
㈱アドベンチャー内
〒860-0831 熊本市中央区八王寺町 47-5

TEL096-285-3441 FAX096-285-3087

開催にあたって
平成２９年４月吉日
関係各位
拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
2017 年 9 月 1 日（金）～9 月 3 日（日）の 3 日間、グランメッセ熊本において『すぱいすカン
トリー＆クラフトフェア 2017 秋』を開催いたします。
昨年は、熊本地震が発生し、会場であるグランメッセ熊本も甚大な被害を受け使用できなく
なり、やむなく春の開催を中止いたしました。
その後、宇土市の宇土シティモール内に会場を確保することができ、昨年の秋と今年の春に
当フェアを開催することができました。
地震後、日々の生活にまだ不安を残す中、また例年と違う会場での開催にもかかわらず、多
くの出展者の方々にご参加いただいたこと、そして予想を上回る来場者の方にお越しいただい
たことに、大変勇気づけられたことを思い出します。
2015 年のグランメッセ熊本での開催時には、同時開催の「くらしの中の陶磁器フェア in 熊
本」とあわせて 2 万 3 千人の方にご来場いただきました。
今回は、さらにその実績を上回るように、積極的な広報活動を通じ当フェアの魅力を幅広く
伝えることで来場者数のさらなるアップに結び付けるとともに、最終的には出展者の皆様の販売
増に繋がるよう行き届いた運営に努める所存です。
つきましては、後述の内容をご参照いただき、ご出展賜りますようお願い申し上げます。
敬具

前回との変更点
＊撤収時間が１時間延長となります。これまでの 17：00～19：00 が 17：00～20：00 と
なります。
＊同時開催イベント「くらしの中の陶磁器フェア」の開催期間が３日間から４日間に変更と
なります。8 月 31 日(木)～9 月 3 日(日)
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１．開催概要
●催事名称 ／ すぱいすカントリー＆クラフトフェア 2017 秋
●開催趣旨 ／ カントリー＆クラフトの持つ「温もり」「癒し」「優しさ」「安心感」「こだわり」「一品感
覚」「オシャレさ」などをエッセンスとした“心地いい暮らし”の提案
●開催日時 ／ 2017 年 9 月 1 日(金)～3 日(日) ＊午前 10 時より午後 5 時
●搬入日 ／ 8 月 31 日(木)午前 11 時～午後 5 時【予定】
●搬出日 ／ 9 月 3 日(日) 午後 5 時～午後 8 時
※開催期間中（1 日、2 日）の閉鎖時間は、午後 5 時 20 分となります

●会 場

／

グランメッセ熊本/展示ホールＤ 約２,000 ㎡
〒861-2235 熊本県上益城郡益城町福富 1010
TEL096-286-8000／FAX096-286-1100
http://www.grandmesse.jp/index.html

●主 催 ／ 熊本日日新聞社
●入場対象 ／ 一般消費者
●入場料金 ／ 大人(高校生以上)当日 500 円、優待券持参者 400 円、招待券(無料)
■ 雑貨
●出展対象 ／ ■ 布物・生地
■ アクセサリー
■ 木工・家具
■ ガーデニング
■ 素材・パーツ

※陶磁器関連は出展対象外です。
●会場構成 ／ ■展示・販売スペース
■キッズスペース
●広 報 ／ ■新聞／熊本日日新聞：朝･夕刊
■情報紙／すぱいす*spice
■テレビ／RKK、TKU、KKT、KAB
■ラジオ／RKK、FMK、FM791
■印刷物／チラシ、招待券、優待券
■インターネット／http://spice-country.com/
＊上記内容については、変更となる場合があります。
★同時開催イベント：「くらしの中の陶磁器フェア in 熊本」（共通入場）
「全国味めぐり in 熊本」(無料)
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２．出展概要－①
●出展募集内容
出展場所
会場中小間

小間設置
方 法

ブースサイズ

出展料

出展者証

駐車許可証

間口×奥行

／１ブース

／１ブース

／１ブース

田の字型

3.6ｍ×3.0ｍ
６５，７１４円（税別）
７０，９７１円（税込）

３枚

１枚

壁側小間／中小間

3.8ｍ×3.0ｍ
連続小間

壁側小間／角小間

3.6ｍ×3.0ｍ

※上記小間は、土間渡しとなります。(スペースのみのご提供)
※出展小間のお申し込みは、１申込み２小間までです。
※電気・備品レンタルをご希望の方は、別途申込（有料）が必要となります。
※搬入出時に規定の出展証では不足する場合は、搬入出 PASS をお申込下さい。

◆出展証
場内の保安管理のため、会期中、全ての出展者は出展者証の着用を義務としております。
３枚で足りない場合は有料にてお渡ししますので、出展者提出資料にて追加枚数をご記入
いただき、ご提出ください。
◆搬入出 PASS（出展証が搬入出時に不足する場合にお申込下さい）
入館可能日時 8 月 31 日（搬入日）午前 11 時～午後 5 時
9 月 3 日 （搬出日）午後 5 時～午後 8 時
●招待券の配付
招待券は、１ブースにつき２０枚をお渡しいたします。２ブースの場合は４０枚となります。
規定枚数以上をご希望の方はご購入お願いいたします。(１枚３００円)
出展申込書に購入希望枚数をご記入の上お申込み下さい。
●出展料に含むもの
・出展ブース(展示空間)及びブース基礎使用に含む内容の使用料（準備・開催期間）
・会場全体の装飾費
・全体的な広告宣伝・印刷費
・全体的な企画・運営費
・招待券（１ブース：2０枚）
・チラシ、優待券（ご希望枚数分）
●出展料に含まないもの
・出展ブース基礎使用に含まない装飾
・備品及び搬入搬出工事費
・ブース内の電気工事費及び使用料 ・展示品に関する保険金・対人障害等の賠償金
・ブースの運営に関する費用
●電気使用・工事の申込
出展ブースの基礎使用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、出
展者からのお申し込みにより出展事務局【㈱アドベンチャー】が工事を行います。電気使用をご希望の出展者は提
出期限： ６月９日（金）までに【出展者提出資料】にて出展事務局までお申込みください。なお、お支払につい
ては、開催前の所定の期日までにお振込みにてお支払ください。

●備品の申込
備品等の手配・使用をご希望の出展者は提出期限：６月９日（金）までに【出展者提出資料】にて出展事務局
【㈱アドベンチャー】までお申込みください。
【出展者提出資料】に記載されていない備品等についても出展事務局にご相談ください。お支払については、開催
前の所定の期日までにお振込みにてお支払ください。
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２．出展概要－②
●会場レイアウト ※会場レイアウト及び出展小間数は、あくまで予定であり、変更となる場合があります。

※上記図面の太線で囲った中小間は、間口３．８ｍ×奥行き３．０ｍと間口が２０ｃｍ広くなっています。
(小間番号：2～17、20、23、26、29、32、35、38、41、44、47、50、53、56、59、62、65、68、71、74～83)

その他の小間は間口３．６ｍ×奥行き３．０ｍです。
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３．申込要項－①
●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１枚」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。
※特に初申込みの方は、確認をできる限り取りたいため、写真は複数枚のご提出をお願いします。
≪写真について≫
＊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。

送信先アドレス：spice-country@yokakikaku.com
＊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。
＊１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
すぱいすカントリー＆クラフトフェア出展事務局／㈱アドベンチャー内
〒860-0831 熊本市中央区八王寺町 47-5
TEL096-285-3441 FAX096-285-3087

●申込受付締切日

２０１7 年５月１９日(金)
※申込受付締切日までにいただきましたお申し込みは全て受付します。
受付順は審査に関係ありません。

●申し込みの受付と出展の決定について
＊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。
＊お申し込み期間終了後、出展事務局にて出展の是非について検討します。その際は、イベントコンセプトとの適合
性や本イベントのスムーズな運営へのご協力などの観点から判断いたします。
※ご出展の確定については、適合と判断した中から、規定の小間数にあわせて主催者・事務局にて判断いたします。
確定判断をした場合、出展事務局よりご請求書を送付いたします。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。

●出展料及びその他申込内容のお支払い
＊出展申込書の内容を確認の上、出展事務局よりご請求書を送付いたします。請求書が届きましたら、期日までにお
振込みください。期日までにお振込みいただけない場合は出展取り消しと致します。
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３．申込要項－②
●開催までのスケジュール
出展申込：所定の申込用紙にご記入いただき、写真と一緒にお申込みください。
※所定の申込書をご利用ください。
※複数小間出展可能。但し、1 申込につき 2 小間までといたします。

２０１7．５．１９（金）

出展申込締切日
※申込受付締切日までにいただきましたお申し込みは全て受付します。
受付順は審査に関係ありません。

お申込み期間終了後、出展の是非の確認に入ります。
イベントコンセプトとの適合性や本イベントのスムーズな運営へのご協力などの観点から判断いたし
ます。
※お申込み内容が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。

２０１7．６月上旬（予定）

出展決定通知

ご出展が確定しましたら、出展料及びその他申込内容の請求書を送付します。
請求書の発送をもってご出展決定の通知と致します。
またキャンセル待ちの場合や、イベントコンセプトや本イベントの趣旨などから出展をお断りする
場合も事務局よりご連絡いたします。（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。）
※出展確定後のキャンセルは出展料の 50%を、出展料入金後のキャンセルは出展料の 100％を、キャ
ンセル料として徴収致します。

２０１７．６．１６（金）

出展料及びその他申込内容支払い期限
※出展料ご入金確認後、正式出展決定と致します。
※領収書は銀行の振込領収書をもって代えさせていただきます。
※お振込の際は必ず出展申込書の出展者名にてお振込み下さい。

２０１７．７．５（水）

出展者説明会／出展の手引き・印刷物配布

●搬入日時：２０１７．８．３１（木）
午前１1 時より午後５時
●搬出日時：２０１７． ９．３（日）
午後５時より午後８時

すぱいすカントリー＆クラフトフェア
２０１７．９．１(金)～３(日)
午前１０時より午後５時
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３．申込要項－③
本イベントの運営・会場管理を円滑に行うためにも、出展者の皆様には、規定の遵守にご
協力をお願い致します。
なお、小間のはみ出しや開催時間中の撤去および出展者証の第三者への譲渡など、以
下の規定を遵守いただけない場合、次回の出展をお受けできない場合がありますので、予
めご了承ください。

●出展規約
①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。
②展示・販売品について
展示・販売できるのは、手づくり品・既製品や輸入縫製品どちらも可能です。
※飲食物の販売はご遠慮ください。（クッキーや袋菓子も含めます）
※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。
なお、注意・指導に従って頂けない場合は、出展取消しとなる事があります。その場合、既納の出展料等
は返金いたしません。予めご了承ください。
③出展ブースについて
＊出展者説明会を実施し出展ブースの場所を決定します。出展者説明会の日時につきましては、後日ご
案内します。出展ブース場所の決定は、申込小間数に関係なく、くじにて順番を決め、その順番でご希
望のブースを指定していただきます。
なお、出展者説明会に欠席された場合は主催者にてブースの場所を決定します。その場合、如何な
る申し立ても出展者より行うことはできません。また、出展料の返還にも応じられません。予めご了承く
ださい。
＊出展者は小間の一部を第三者に譲渡、貸与あるいは出展者相互で交換することはできません。
④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。やむを得ない事情で申し込みの取り消し
をされたい場合には、事務局までお問い合わせ下さい。また、出展者の都合による取消・解除の場合、
出展確定後のキャンセルは出展料の 50％、出展料入金後のキャンセルは出展料の 100％をキャンセ
ル料として徴収します。
＊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。
⑤開催の延期・中止など
主催者は、天災その他不可抗力により本イベントを延期又は中止することがあります。中止した場合は、出
展料の一部はお返ししますが、出展者側で発生する損害その他の経費につきましては、主催者は補償の
責を負いません。
⑥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。
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３．申込要項－④
⑦価格表示
＊販売商品には全て販売価格を明示して販売してください。
＊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。
※価格の二重表示とは、商品やサービスを提供する際に、実際よりもお得であると思わせる価格表示の
ことを指します。
（例）
二重表示
・ 20,000 円
→ 10,000 円
割引率表示
・ 定価 1,000 円
→ タイムサービスで 700 円
・ 店舗価格 1,000 円 → イベント価格で 700 円
まとめ売り表示
・１つで 400 円
→ 3 つで 1,000 円
⑧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・設営は搬入日に行ってください。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。なお、開催期間中の商品の補充は可能です。
＊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。
＊ブース内の電源の通電時間は１日・２日は午前９時より午後５時２０分、また３日は午前９時より午後６時
までとします。
＊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。火気使用ご希望の方は出展
事務局にお問合せ下さい。なお、喫煙は会場指定の場所にてお願いします。
＊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。
＊各自の小間をはみ出しての展示販売は禁止です。
＊実演を行う出展者は、常に安全を心がけ他の出展者に及ぼす影響を十分考慮した上で実施してくださ
い。
＊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。
＊展示・装飾は小間内のみとし、壁パネル以外の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。
⑨装飾について
＊装飾・展示の高さは 2.4ｍ以内でお願いします。
＊テントの骨組みの使用は禁止となります。
⑩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。
＊出展者は自分のブース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、出展者の方にご負担いただくこととなります
のでご注意ください。
⑪その他
＊主催者は止むを得ない事情がある場合、規定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ることをお勧めします。
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