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第 32 回

皆様の温かいご支援により、ハンドクラフトフェアも、日本ホビーショーに次ぐ東海地域におけ
るビックイベントとして育って参りました。心より厚く御礼申し上げます。
2020 年もファッション、クラフト、ホビー関連企業の他、手芸小売店、手工芸作家、学校、
教室、グループによる展示、講習など、多彩な内容で手づくりの楽しさを一堂に集めて開催致し
ます。
手芸小売店、ホビー専門店、チェーン店並びに数千に及ぶ教室関係の皆様の入場に加え 30,000
人にのぼる愛好者の方々のご来場を予定しております。
是非今回も皆様方のすばらしい作品や商品をご出展いただき東海地域の関連業者、及び愛好者の
方々へご紹介いただきますようご案内申し上げます。

出展の申込は・・申込専用 FAX 052-308-8610 にて、12 月 2 日（月）10:00 より受付開始！
（受付開始以前の申込みは、12 月 3 日（火）扱いとなります）

搬入日／ 2020 年 6 月 18 日（木）
開催日／ 2020 年 6 月 19 日（金）
6 月 20 日（土）
搬出日／ 2020 年 6 月 20 日（土）17:00〜19:30

企業部門

新製品や技術の紹介を主にご出展をお考えなら・・・・。

①企業ブース
デモンストレーション、講習などを行って、商品の
紹介並びに販売促進を主体とした展示コーナーです。
＊節度ある販売にご協力ください。

1小間からお申し込みいただけるスタンダードタイプ。
サイズ／ W3,000×D2,500×H2,500（7,5 ㎡）
＊カド小間のソデ壁パネルと、2小間以上の小間内の間仕切りパネルは設置しません。

2,000
（内寸1940）

出展料／ 1小間の場合、180,000

幅3,000
(内寸2930)

1小間当りの

2小間の場合、1小間につき

基本装備

170,000 円（消費税別途）

出展社名板（突出し）

3小間の場合、1小間につき

テーブル1台
（W1,800×D600×H700）
高さ2,500

円（消費税別途）

160,000 円（消費税別途）

折り畳みイス2脚

4小間以上の場合、1小間につき

アームスポット2灯

150,000 円（消費税別途）

4小間以上でのお申込みは優先的に角小間を手配致します。
奥行2,500

各ゾーンの角をご用意します。
隣りとの小間の 2 ヶ所のソデパネルは
寸法いっぱいまで伸ばします。
（横一列でのご出展もお受けできます。）

※ソデ壁パネルは 2m までとなります。
※パラペットはオプションです。
※床のカーペットはオプションです。

★システムパネル構成となります。（ピン、釘等は使用できません。）

カルチャー部門

6小間の場合

4小間の場合

＊販売を目的とした出展はお断りいたします。

作品の発表・展示、及び技術 PR を主に。
特に手工芸作家、教室、グループの皆様にお勧めします。

②レッスンコーナー A（企業・教室）
お申し込みは 1 社 4 小間までとさせていただきます。
講習を通じて、お店や教室の宣伝及び生徒の募集を
目的とするコーナーです。
原則物販は禁止ですが、講習に使用する教材のみ販売
ができます。

幅3,000
(内寸2930)
奥行3,000
(内寸2930)

OPEN

基本装備

出展

OPEN

パラペット
出展社名板

社名

パラペット付き、講習限定の割安出展料金。

板

※四方壁無しです。

高さ2,500
OPEN

サイズ／ W3,000×D3,000×H2,500（9 ㎡）

OPEN

システムパネルパラペット：4 枚
※カーペットはオプションです。
出展料／ 1小間につき

100,000 円（消費税別途）

＊販売を目的とした出展はお断りいたします。

★システムパネル構成となります。（ピン、釘等は使用できません。）

③レッスンコーナー B（個人・教室）

幅2500

出展

※床のカーペットはオプションです。

講習を通じて、お店や教室の宣伝及び生徒の募集を
目的とするコーナーです。
原則物販は禁止ですが、講習に使用する教材のみ販売
ができます。

者名

板

基本装備
出展者名板
掲示用壁面パネル（W2,500）
高さ2500

テーブル1台
（W1800×D600×H700）
折り畳みイス4脚

700

教室の先生や指導者に限っての
低料金講習スペース。
お申込みは1名様、2 小間まで可能です。
サイズ／ W2,500×D1,800×H2,500（4.5 ㎡）
テーブル 1 台、イス 4 脚付き

奥行1800

※床のカーペットはオプションです。

★システムパネル構成となります。（ピン、釘等は使用できません。）

出展料／ 1小間につき

30,000 円（消費税別途）

＊販売を目的とした出展はお断りいたします。

12 月 2 日（月）10 : 00 以前の申込みは、12 月 3 日（火）扱いとなります
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1,000
(内寸960)

幅3,000
(内寸2930)
出展

④クリエイターズブース

従来より小間サイズ
（幅 3500→3000）が変更になっております。

企業又は業者の方の物品販売を目的とした出展は
出来ません。

者名

板

基本装備

作家、教室、グループにお勧め。

出展者名板

サイズ／ W3,000×D2,000×H2,500（6 ㎡）

高さ2,500

＊カド小間のソデ壁パネルと、2小間以上の小間内の
間仕切りパネルは設置しません。

出展料／ 1小間につき
奥行2,000

70,000 円（消費税別途）

＊なお、お申し込みは1名様（1グループ）4小間までとさせていただきます。

※ソデ壁パネルは 1m までとなります。
※パラペットはオプションです。
※床のカーペットはオプションです。

★システムパネル構成となります。（ピン、釘等は使用できません。）

販売部門
販売を目的としてご出展をお考えなら・・・・。

⑤マーケットコーナー A（企業）

幅2,500

※カド小間のソデ壁パネルと、2 小間以上で、
お申し込みの場合の小間内の間仕切りパネルは設置しません。

基本装備

（但し、基準スペース内での出展を守っていただけますようお願い致します。）
（カド小間で通路側のソデ壁パネルが必要な場合はオプション扱いとなります。）

出展社名板（突出し）
高さ2,100

サイズ／ W2,500×D2,000×H2,100（5 ㎡）
出展料／ 1小間の場合、100,000

円（消費税別途）
奥行2,000

2小間の場合、1小間につき

※ソデ壁パネルは 2m までとなります。

90,000 円（消費税別途）

※パラペットはオプションです。
※床のカーペットはオプションです。

3小間の場合、1小間につき

80,000 円（消費税別途）

★システムパネル構成となります。（ピン、釘等は使用できません。）

＊なお、お申し込みは1社3小間までとさせていただきます。

⑥マーケットコーナー B（個人）
1,000
(内寸960)

幅2,000
(内寸1940)
出展

者名

板

基本装備
出展者名板

高さ2,100

販売用テーブル1台
（W1,500×D600×H700）
折り畳みイス1脚

個人を対象とした出展形式ですので
業者の方の出展はご遠慮下さい。
お申し込みは 1 名様 3 小間までとさせていただきます。
2 小間以上でのお申し込みの場合、販売テーブルは連結し
中央に設置します。
※販売テーブルを撤去する事は可能です。

バックパネルが付き、多様な陳列が可能です。
サイズ／ W2,000×D1,700×H2,100（3.4 ㎡）

700

販売用テーブル 1 台、イス 1 脚付き

奥行1,700

※カド小間のソデ壁パネルと 2 小間以上でお申し込みの
小間内の間仕切りパネルは設置しません。
（カド小間で通路側のソデ壁パネルが必要な場合はオプション扱いとなります。）

※ソデ壁パネルは 1m までとなります。
※パラペットはオプションです。
※床のカーペットはオプションです。

★システムパネル構成となります。（ピン、釘等は使用できません。）

出展料／ 1小間につき

50,000 円（消費税別途）

※規定数に達し次第募集を締め切ります。お早めにお申し込み下さい。

12 月 2 日（月）10 : 00 以前の申込みは、12 月 3 日（火）扱いとなります
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トレードショーと消費者ショーの
複合要素で構成する東海地区最大の
業界イベントです。

「Let’s begin our Sustainability !」
〜子供たちの未来のために
持続可能な循環型社会のために〜
開催概要
名

広告計画

称／ アート＆ハート 2020

ハンドクラフトフェア in NAGOYA

★一般新聞への広告掲載
★雑誌への広告掲載

★TV スポット

★DM

★業界新聞への広告掲載

★新聞記事・TV ニュースなどのパブリシティ
会

★ポスターの掲示／ポスターを小売店、教室などに掲示

10:00〜17:00
期／ 2020 年6月 19 日（金）
20 日（土）10:00〜17:00

★その他、大量動員向け PR を企画中
★ホームページによる情報発信

会

場／ 名古屋市中小企業振興会館・吹上ホール
名古屋市千種区吹上二丁目 6‒3

イベント計画
期間中、多彩なイベントを開催することにより、集客能力を高めます。

主

★第 10 回 ナゴヤ リメイク コンテスト

催／ 名古屋釦服飾手芸卸協同組合

★田中智之リメイクアドバイス
後

援／ 経済産業省中部経済産業局・愛知県・名古屋市

（予定）

愛知県教育委員会・名古屋市教育委員会
名古屋市商工会議所・一般社団法人日本ホビー協会
日本釦服飾手芸卸協同組合連合会

★地元キルターによるキルト作品展示
★ホビッ子® ランド
★アパレル＆ソーイングコーナー
★手編毛糸レッスンコーナー
★ファッションショー＆トークショー

協

賛／ 公益財団法人日本手芸普及協会

（予定）

愛知県授産事業振興センター

★お楽しみ抽選会
★その他、多数イベントを企画中

動員計画

来場対象／ 小売店・関連業者、学校・教室関係者
及び一般消費者

★入場招待券 25 万枚及びポスターを小売店・
文化センター・教室などを通じて消費者に配布

来場総数／ 30,000 人（目標）

★中学・高校・各種専門学校から一般大学までを対象に
入場招待券 5 万枚を配布して、ヤング層の来場を促進
★前回入場者の皆様には DM にて入場券を配布いたします
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出展お申込みについてのお願い
1

小間数に制限がございますので、期限内であっても、定数になり次第締め切らせて頂きます。

2

出展受付は全て仮受付とし、出展内容、実績を考慮の上、ご入金の確認をもって正式受付と致します。

3

出展説明会以降の取り消しは、理由の如何に関わらず、ご返金致しかねますので、あらかじめご了承下さい。

4

出展基準委員会の定めるところにより、出展形式や内容の変更をお願いする事もありますので、その際は
ご協力頂きますようお願い申し上げます。

出展説明会での小間位置決めは申し込み先着順です。
申込方法／ 所定の申込書に必要事項をご記入の上、FAX または郵送で

お早めの出展申し込みで
より有利な場所を！
！

お送り下さい。
申 込 先／ ハンドクラフトフェア事務局
〒460−0002 名古屋市中区丸の内 1−5−32
名古屋釦服飾手芸卸協同組合 内

全体の小間配置は、出展内容、小間数、出展部門
などを考慮のうえ、事務局にて構成します。
各出展者様の小間位置は 4 月中旬に開催予定の
出展説明会において、部門及び小間数ごとの
申し込み順にお選び頂いての決定となります。
なお、出展説明会に欠席されました場合は、
事務局にて決定致しますのでご了承下さい。

TEL ／ 052−232−0131 申込専用 FAX ／

052−308−8610

申込期間／ 12 月 2 日（月）10:00〜（※10 時以前の申込は 12 月 3 日（火）扱いとなります。）
申込期限／ 最終締め切り日：2020 年 2 月 7 日（金）
申込に関するお問合せは（平日 10：00〜17：00） 090-5876-4884 水谷まで
出 展 料／ 2020 年 2 月上旬に、正式出展受付書と請求書を送付
致しますので、3 月 6 日（金）までに下記までお振込ください。
なお、期日までにご入金が確認されない場合は、出展説明会等の
関係書類が発送出来ませんので、あらかじめご了承ください。
又、振込金受取書をもって領収書とさせて頂きます。
振込銀行：三菱 UFJ 銀行

名古屋営業部（振込手数料はご負担願います。）

口座番号：普通 4896474
口 座 名 ：名古屋釦服飾手芸卸協同組合
ハンドクラフトフェア

会場構成イメージ図

会場構成及び施工についてのお問い合わせは

（株）大和工芸

ハンドクラフトフェア担当まで

連絡先：TEL ／ 052 ー 361 ー 5561
FAX ／ 052 ー 361 ー 3710

搬入口

搬入口

搬入口

男子

WC WC
便所
身障者
便所

クリエイターズ
イベント
ブース

休憩室

イベント
ブース

マーケットコーナーA

出入口

レッスンコーナーA
企業ブース
出展者控室

主催者控室

イベント
ブース

イベント
ブース

ステージ

休憩室

マーケットコーナーB

レッスンコーナーB
イベント
ブース
身障者
便所

WC

女子便所

WC

男子便所

※レイアウトは変更する可能性があります。

募集出展小間数（予定）
企業ブース

‥‥30 小間

レッスンコーナー B

‥‥54 小間

クリエイターズブース

‥‥15 小間

マーケットコーナー A

‥‥56 小間

レッスンコーナー A

‥‥22 小間

マーケットコーナー B

‥‥96 小間
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システムパネル（オクタノルム）
を使用いたします。
基本部材である支柱（ポール）、桟（フレーム）
は、アルミ製（アルミ色）
となります。

（税抜）
（税抜）

( 上桟：アルミ色）

( ポール：アルミ色）

( 下桟：アルミ色）

※マジックテープは有料となりますので、
ご入用の方は別途お申込ください。

