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  今こそ、産地から発信をはじめる 

「Designer’s Satellite 2021」 

 

 毎年、家具産地静岡で開催されるシズオカ［ＫＡＧＵ］メッセには、家具メーカーをはじめ、日本全国か

ら家具問屋・販売店やインテリアショップのバイヤー、住宅関連業者、建築設計士、インテリアコーディネ

ーターなど 家具に関わるさまざまな方がご来場されます。 

 私たちは、多くの来場者が、意欲あるデザイナーの魅力的で斬新なデザインや作品と出合うことで、たく

さんの刺激が生まれ、ネットワークが広がり、新たな商品開発やビジネスへと発展していくことを願ってい

ます。オリジナルデザイン商品化へのパートナーを探したい方、製･販のプロからの評価を受けたい方、そん

な皆様はこの場所でぜひチャンスをつかんでください。 

 

  展示期間 

 ２０２１年１２月１日(水)～２日(木)  ９：００～１７：００  【業者商談日】 

搬入日時：１１月３０日(火)  13:00～18:00 

    搬出日時：１２月 ２日(木)  17:05～18:30   

  会  場 

ツインメッセ静岡＜南館＞ (シズオカ［ＫＡＧＵ］メッセ２０２１開催会場)  静岡県静岡市駿河区曲金３丁目１-１０ 

 ※今回、会場を南館に変更し、業者商談日のみの開催となります。 

  出展資格 

オリジナルデザインを展示できる個人および事業者またはグループ   ※事前審査が有ります。 

  展示内容 

まだ商品化されていない家具・インテリア、雑貨、アイデアグッズ、玩具等、オリジナルデザインの模型やプロトタイプを展

示し、作品を説明したり資料を配ることができます。 

ただし、すでに商品化された製品の販促や商談をする事はできません。その場合につきましては「メーカー出展 

ゾーン」にお申し込み下さい。 

  出展料 

基本スペース･･･間口３ｍ×奥行２ｍ  ※白色システムパネル（Ｈ２．５ｍ）で三方囲み 

◆ 一般／ ４０，０００円   ◆ 学生／ ３０，０００円  

 学生とは展示期間中に学生であること。ついては申し込みの際に学生証のコピーを添付してください。 

 ２０２１年３月卒業生による、卒業制作の展示については学生出展として受付けます。 

 学生以外の方（指導者・ＯＢ等）が共同で展示される場合は、一般参加でお申し込みください。 

  出展料のご請求 

出展者には、組合より出展料の請求書を送付させていただきますので、請求書に記載の期日までに指定口座へお

振込みください。 
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  基本パッケージ （出展料に含まれるもの） 
 

 

 

 

 

         

  

 

 

         

 

   

 

 

  搬入・搬出、装飾について 

後日、出展者あてお送りする「出展マニュアル」に沿って、規則・時間等を厳守し各自で行ってください。なお、オプショ

ンで装飾を希望される場合の費用の目安は次ページを参考にして下さい。 

オプションの申込書は出展マニュアルと一緒にお送りしますので、静岡県家具工業組合までお申し込みください。  

小間内には最低限、カーペット等の床面装飾を施工してください。（持込みも可能です） 

基本仕様のシステムパネル以外の装飾・ディスプレイや、搬入･搬出等にかかる費用については自身でご負担ください。 

＜スケジュール＞ 

 

 

 

   

 

  申し込み～出展の決定について 

(１)申込締切日までに｢出展申込書｣と｢展示する作品の写真や印刷物(A４程度まで)｣を事務局宛てご提出ください。  

申込書はホームページからもダウンロードできます。  https://www.s-kagu.or.jp  

 ◆申込締切日 ２０２１年９月７日(火) 

(２)受付終了後、主催者側で事前審査をした上で出展者を決定しご連絡いたします。 

(３)出展が決定された方には１０月中旬に事務局より出展マニュアル、オプション申請書等の書類を送付いたします。 

  主催（お問合せ） 

静岡県家具工業組合･事務局 〒420-0042 静岡県静岡市葵区駒形通６丁目８番２１号  

              TEL 054-254-7201(代)  FAX 054-254-7204 

       ホームページ https://www.s-kagu.or.jp  E-mail messe@s-kagu.or.jp 

  キャンセルについて 

原則として、出展者のご都合により出展を取りやめた場合、納入された出展料は返還いたしませんのでご承知おきく

ださい。 

 

 装      飾    １１月２９日(月) 10：00～19：00 会場設営 

 装飾・搬入    １１月３０日(火) 08：30～13：00 装飾 

13：00～18：00 搬入  ※19：00閉館予定 

 搬      出  １２月 ２日(木) 17：05～18：30 搬出  ※搬出後は撤去清掃 

奥行き２ｍ 

高さ２.５ｍ 

間口３ｍ（外寸法）  

壁面（システムパネル・白色）を三面建てて 

引き渡します。 

２コマ以上連結して使用する場合は間の仕切り 

は設けません。 

※既設の床はアスファルトです、床面装飾を行ってください（持込可）。 

  ライト、コンセント等の電気工事には工事資格が必要です、オプション装飾にお申込みください。 

時間

11/29(月) 線引き 基礎装飾/自社装飾

30(火) 自社装飾 時差搬入

12/1(水) 開場式 商 談 日

2(木) 商 談 日 全搬出／撤去清掃

会場点検

21

クローズ

クローズ

188 16 2015127 1913109 171411
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  諸権利について 

出展作品の著作権及び工業所有権等は出展者に帰属します。したがって、これを保護する責任は出展者にありま

す。 必要に応じて適時に意匠登録等の手続きを済ませてください。 

  契約・交渉について 

展示作品の商品化についての交渉や契約に、静岡県家具工業組合および事務局が直接的に仲介や干渉をするこ

とはありません。各自の責任において行ってください。 

  見本市の運営と免責について 

主催者は見本市の業務を円滑に実行するために、各種規則等の制定・修正を行います。また、この出展規定に記

載のない事項について、新たに取決め、追加や変更を行うことができます。出展者が本出展規定ならびに出展マニ

ュアル上での規定等に違反した場合は、出展をお断りすることがあります。出展者及び出展製品が見本市の趣旨に

そぐわないと主催者側で判断した場合には、出展をお断りすることがあります。主催者は、搬入等の準備から撤去ま

での全期間を通じて、会場の管理にあたりますが、展示品等の損害・滅失・盗難等に関する責任は負いかねます。 

  開催の延期・中止 

主催者は、天災・人災・疫病等の不可抗力により展示会の開催・運営が困難になった場合、開催期日、会場の変更

または中止の権利を有するものとします。会期前に中止を決定した場合のみ、出展料から必要経費を差し引いた残

金を返金致します。但し、これにより生じた出展者側の損害は補償いたしかねます。 

  会場内記録の使用について 

主催者は見本市会場において撮影を行います。撮影した画像は当組合の広報・宣伝活動に使用する場合があります。 

 

 

   ＜資料＞オプション装飾の参考価格（２０１９年実績）です。今後の状況により価格は変更される場合があります。 

電気関係 ※配線工事費込み   

 

 

 

 

 

 

 

 

アームスポットハロゲン（１００Ｗ） ＠ 3,500 

アームスポットレフ球（１００Ｗ） ＠ 3,000 

クリップスポットハロゲン（１００Ｗ） ＠ 3,000 

クリップスポットレフ球（１００Ｗ） ＠ 2,500 

ＬＥＤスポット ＠ 4,000 

スタンドスポット（４灯式） ＠ 6,000 

コンセント（２口）５００Ｗ ＠ 2,500 

コンセント（２口）１５００Ｗ ＠ 3,000 
  

 

リースパネル ※施工・撤去費込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パラペット（300×3,000） ＠ 2,000 

木製パネル（900×2,400）両面仕上げ・白経師貼り ＠ 5,000 

木製パネル（900×2,400）片面仕上げ・白経師貼り ＠ 4,000 

★木製パネル経師貼り替え  

現場経師（加工紙） １㎡あたり ＠ 1,000 

現場経師（マット紙） １㎡あたり ＠ 1,200 

現場経師（ビニール紙） １㎡あたり ＠ 1,500～ 

システムパネルの色変更 （事前貼りが必要）  

壁面シート貼り（弱粘着シート） １㎡あたり ＠ 5,000 
 

床面装飾 ※施工・撤去費込み 

 
パンチカーペット １㎡あたり ＠ 1,600 

パンチ押さえ（塩ビへの字） 1ｍあたり ＠ 500 

 

 ＊上記金額に消費税は含まれておりません。 

 ＊オプション装飾のお申込みは、後日、出展決定者に申請書をお送りします。上記以外の装飾にも対応できます。 
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  申込方法 

出展を希望する方は、出展要項の内容をお確かめの上、以下の書類を２０２１年９月７日(火)までに事務局あてお
送り下さい。受付終了後、事前審査をした上で出展者を決定しご連絡いたします。 

【提出書類】(１)出展申込書 

          (２)申込者の略歴･プロフィール （グループの場合は代表者） 

     ※Ａ４サイズで様式は問いません。学生でお申込みの方は学生証のコピーを添付してください。 

            （学生証コピーは学校名・氏名・入学日又は有効期限が分かれば結構です） 

          (３)展示する作品の写真やデザイン画 （A４サイズ程度） 

【送付先】  静岡県家具工業組合「デザイナーズ・サテライト」事務局 

        〒420-0042 静岡県静岡市葵区駒形通６丁目８番２１号   

   TEL．054-254-7201  FAX．054-254-7204  E-mail messe@s-kagu.or.jp   

 

提出書類(1)「デザイナーズ・サテライト 2021」出展申込書 

■出展ブース （いずれかに○を付けてください）        ■申込み小間数 

 

 

●申込者 
氏 名   ※グループの場合は代表者 所属 または 学校名 年 齢 

(フリガナ) 

  
 

 連絡先住所 

(〒      －         ) 

ＴＥＬ 連絡用 E-maiｌ 

ＦＡＸ ＵＲＬ 

●共同出展者 
(グループなどで出展を希望する場合、すべての出展者名をご記入ください。欄が足りない場合は別紙で添付してください。) 

氏 名 所属 または 学校名 年 齢 
(フリガナ) 

  

(フリガナ) 

  

(フリガナ) 
  

(フリガナ) 
  

(フリガナ) 
  

 

※ご記入いただいた個人情報に関して本人の許可無しに公開することはいたしません。ただし、円滑な運営をはかるため、主催者が

委託した協力会社と共同で利用させていただく場合があります。 

一般  ・  学生      小間 


