衣食住にまつわる静岡のメーカー・ブランドの合同展示会

「 Design ＆ Craft 2022 」
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、建築設計者、インテリアコーディネーターなど家具に関わる様々な方々が
ご来場されます。後半の(土)(日)には一般公開をいたしますので、B to B、B to C の PR が期待できる場となっております。
「Design＆Craft」は静岡で衣食住にまつわる製品（家具を除く）を作られているメーカー・ブランドの合同展示会です。
地場産業の未来を担う多くの皆様がご参加下さることを期待しております。
静岡県家具工業組合

展示期間： 2022 年 6 月１日(水)～３日(金)・４日(土)～５日(日)

入れ替え：６月

３日(金)

５日(日) 16:05～17:30

16:00～18:00

※６月３日(金)の商品入替は希望者のみ

会

塩川達也

開催時間
６/１(水) 09:00～17:00（業者商談日）
６/２(木) 09:00～17:00
〃
６/３(金) 09:00～16:00
〃
６/４(土) 10:00～17:00（一般公開日）
６/５(日) 10:00～16:00
〃

搬入日時：５月３１日(火) 12:00～18:00
搬出日時：６月

理事長

場： ツインメッセ静岡＜北館＞（シズオカ[KAGU]メッセ 2022 会場）
静岡県静岡市駿河区曲金 3 丁目 1-10

出展条件： 家具以外の衣食住にまつわるオリジナルの製品を展示・販売できる方 ※事前審査がございます
展示内容： 地場産品・伝統工芸・食器・文具・ファッションなど、生活全般の関連製品での出展ブースとなります。
食品での出展も可能ですが会場内での調理はご遠慮ください。また、食品は保健所にて許可された施設で
加工・パッケージされたものに限ります。
なお、6/４(土)～6/５(日)の一般公開日には一般ユーザーに即売することができます。
カテゴリーに不安のある方は静岡県家具工業組合事務局までお問い合わせください。

スペース： 間口２ｍ × 奥行２ｍ
※基礎装飾：背面ウッドパネル（白経師貼り）、パンチカーペット敷き、アームスポット１灯、社名プレート
上記以外の装飾をご希望の場合はオプション装飾にお申し込み下さい。

出展料金： １社１ブース ３５，０００円 税込 ※会期中の無料駐車スペース１台有り
原則として 5 日間の出展をお願いいたしますが下記の短縮期間も可能です。但し出展料金は変わりません。
業者商談日のみ：6/1(水)～6/3(金)の 3 日間 ／ 一般公開日のみ：6/4(土)～6/5(日)の２日間
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＜出展申込方法＞
１．出展料金

３５，０００円（税込）＜パッケージ小間＞
※１社１ブースのみの出展となります。
※会期中の無料駐車スペース１台有り

２．ブース規格

間口２.０ｍ×奥行２.０ｍ×高さ２.４ｍ

３．パッケージ内容

○背面ウッドパネル（白経師貼り）

2,400

2,000

○パンチカーペット（白）敷き
○アームスポット１灯
○社名プレート（ウッドラックパネル）

※上記以外の装飾設備・備品は後日送付のオプション装飾申込書にてお申込みください。

４．出展期間

5 日間(全日)・3 日間(平日)・２日間(土日)のいずれかを選んでください。(出展料は同一料金)

５．提出書類

①出展申込書、②会社概要や活動履歴、③出展作品が分かる資料（画像・説明文含）
出展申込書はホームページからもダウンロードできます。

６．申込期日

https://www.s-kagu.or.jp

２０２２年３月２５日（金）

＜出展対象及び出展条件＞
〇家具以外の、衣食住にまつわるオリジナル製品を展示・販売できる方。
①地場産品・伝統工芸・食器・文具・ファッションなど、生活全般の関連製品。食品での出展も可能ですが、
保健所に許可された施設で加工･パッケージされたものに限ります。また会場内で調理することはできません。
②家具の出展を希望される場合はメーカー出展ゾーンにお申込みください。
③６/4(土)･6/5(日)の一般公開日には一般ユーザーに即売することができます。
【出展の際の主な注意事項】
①第三者にブースの一部または全部を提供する転貸行為は禁止します。
②騒音を伴うデモンストレーション・火気の使用・会場内の喫煙は禁止します。
③ブースの規格は外寸法です。展示物・装飾等は必ずブースの範囲内に納めてください。

＜出展までの流れ＞
3月25日(金)

申込期日

必要書類を事務局までお送りください。
▼

４月上旬

出展者決定

結果をご連絡し請求書・マニュアル・装飾申込書を送付します。
▼

5月6日(金)

出展料支払期日 期日までに出展料金をお振込ください。
▼

5月10日(火)

装飾申込期日

必要な装飾設備・備品をお申込ください。
▼

5月30日(月)

会場設営

9:00～19:00（会場線引のため自社装飾は11:00～）
▼

5月31日(火)

装飾・搬入

午前中は装飾、時差搬入12:00～18:00
▼

6月1日(水)～3日(金)

業者商談日

9:00～17:00 （３日は16:00迄）
▼

6月3日(金)

一部搬出・入替 16:00～19:00（希望者の商品入替、土日出展者の搬入）
▼

6月4日(土)～5日(日)

一般公開日

10:00～17:00 （5日は16:00まで）
▼

6月5日(日)

搬出・撤去

16:05～

搬出・撤去・清掃

注）出展に際しては事前審査がございます。見本市の趣旨にそぐわないと判断した場合はお断りする場合がございますので
あらかじめご了承願います。ブースの割当ては、会場構成・出品物を考慮のうえ、主催者にて決定いたします。
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Design＆Craft 2022 出展規定
１．出展申込み
出展を希望される方は、この出展規定をご確認いただき、出展申込書に必要事項を記入・捺印のうえ、下記提出資料と共に、
事務局までお申込ください。主催者にて出展審査した後、結果の連絡をさせていただきます。この連絡をもって本展示会へ
の正式な出展申込みとします。出展審査によっては、お断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
【提出書類】

会社概要や活動履歴／出展作品が分かる資料（画像・説明文含）

２．出展申込締切日
２０２２年３月２５日(金) ※締切日以前でも、予定小間数に達した時点で申込を締め切らせていただく場合があります。
３．出展料支払
出展決定者には請求書をお送りしますので、支払期日までに出展料を指定口座へお振込ください。なお、振込手数料は振込
人にてご負担願います。支払期日までにご入金を確認できない場合、出展を取り消しとさせていただくことがあります。
４．出展料支払後の出展キャンセル
出展料納入後の自己都合による出展キャンセルにつきましては出展料の返金はいたしません。
５．小間位置の決定
小間位置（ブースの割当て）は、会場構成・出品物を考慮のうえ、主催者にて決定いたします。
６．出展ブースの転貸・譲渡・交換の禁止
主催者の許可なしに、出展者が出展ブースを第三者に転貸・譲渡・交換することはできません。
７．自社ブース以外での禁止事項
展示物は必ず自社スペース内に収めてください。自社ブース以外での、カタログ・サンプル等の配布、呼込み・デモンスト
レーション等の宣伝活動や、空箱・梱包資材等の放置も禁止します。それら行為が認められた場合には、出展を取りやめて
いただく場合がございます。
８．補償
出展者が他のブース、主催者運営設備、または見本市会場の設備及び来場者等に損害を与えた場合は、その補償は出展者の
責任となります。
９．見本市の延期・中止
天災・人災・疫病等の不可抗力により見本市開催が困難と判断された場合、主催者は見本市の延期又は中止を決定します。
中止の場合、出展料金は必要経費を差し引いた額を出展者に返却いたします。それ以外に生じた費用・損害等については、
主催者は責任を負いかねます。その他の事由により見本市の延期または中止となった場合は、その時点まで支払われた出展
料金は全額返金されます。それ以外に生じた費用・損害等については、主催者は責任を負いかねます。
10．出展物の搬入・搬出、装飾工事と撤去
出展物等の展示会場への搬入・搬出および装飾工事、その他準備については、出展マニュアルにてご案内いたします。
11．知的財産権の保護
特許・実用新案・意匠・商標の権利を保護する必要のある製品、技術等については、見本市開催前までに各自申請手続きを
行ってください。また、出展のお申込みに際しては、出展物が他人の権利を侵害していないことをご確認のうえ、申し込み
をしてください。出展物が他人の権利を侵害すると判断された場合には、出展をお断りすることがあります。
12．見本市の運営と免責
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、展示品の損害・滅失・盗難等に関する責任は負いかねます。また、見本市会期中および会期後の商談・契約
内容に関して、主催者はその責任を負いかねます。
【主催者による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。
【個人情報の取扱いについて】
ご提出いただきました個人情報は当組合にて厳重に管理いたします。当見本市のご紹介及び印刷物、各種サービスや関連情報をご提
供するために利用させていただく場合がございます。これらの正当な目的以外に無断で利用することはありません。
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出展申込書

申込締切：２０２２年３月２５日(金)
申込日：２０２２年

月

日

※記入・押印の上、原本をご提出いただき、お手元にコピーをお取置き下さい。

以下のとおり出展を申し込みます。
１．貴社情報

※広報・ＰＲ用に使います、基本情報をご記入下さい。
※事業所名と同一の場合は必要なし

㊞

事業所名

（〒
住

ブランド名

－

(出展ブース名)

）

所

代表者氏名

役

電話番号

FAX番号
ホームページ

メールアドレス

ＵＲＬ

２．ご担当者情報

※事務局よりご連絡する際に窓口となる方の情報をご記入ください。

担当者名

部署・役職名

（〒
住

職

－

）※上記と異なる場合のみ記入

所

※上記と異なる場合のみ記入

※上記と異なる場合のみ記入

電話番号

FAX番号
※上記と異なる場合のみ記入

メールアドレス

３．出展期間

※希望する出展期間にチェックしてください。

□ 全日＜６/１(水)～６/５(日)＞ □ 業者商談＜６/１(水)～６/３(金)＞ □ 一般公開＜６/４(土)～６/５(日)＞
４．出展製品情報

※出展予定製品・コンセプト等をご記入ください。

５．別途添付資料

● 会社概要や活動履歴
● 出展製品が分かる資料（画像・説明文含）

静岡県家具工業組合
〒420-0042

＜お問合せ・出展申込書送付先＞

Design＆Craft

静岡市葵区駒形通６丁目８番２１号

TEL 054-254-7201
E-mail
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事務局
FAX 054-254-7204

messe＠s-kagu.or.jp

