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月 日（土） 10:00～17:00
日（日） 10:00～16:30

出展者募集
2022

手づくり市場
in北九州

お知らせ

2022年8月1日（月）一次締め切り ※必着
出展に関するお問い合わせは下記までお願いします。
電話／093-662-3100　FAX／093-662-3800
tedukuri@nposatoyama.org

〒805-0071 福岡県北九州市八幡東区東田2-5-7

■ 主　　　　催 ／ 手づくり市場 in 北九州 実行委員会

■ 後援（予定） ／ 北九州市教育委員会、北九州商工会議所、社団法人 日本ホビー協会、（公財）北九州観光コンベンション協会
■ 共　　　　催  ／ 北九州市

■ 事　 務　 局 ／ 手づくり市場 in 北九州 実行委員会事務局

■ 協　　　 力 　（株）ナカノテツ、（有）ウッディ工房、九州産業大学、ジモカフェ＆アトリエ木布んーきぶんー、
 西南女学院大学短期大学部、（株）たけみや、（特）里山を考える会
／

新館

「手づくり市場in北九州2022（第24回）」は、開催に向けて「準備」を進めていきます。会場は、西日本総合展
示場「新館」にて展開いたします。会場の広さは出展申込状況によって変更する場合がございます。また、
出展料の改訂について別紙参照願います。
重ねて感染症拡大による「中止」を判断する場合もございますので何卒ご理解、ご了承をお願い申し上げ
ます。

今季の開催について
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手づくり市場in北九州における新型コロナウイルス対策
会場内では、以下の「新型コロナウイルス感染症対策」を実施します。

主催者の対策

出展者への対策のお願い

来場者数を常時管理し、一定以上の来場数となったときには入場制限の実施

会場内に入場する全ての人に対してマスクの着用を義務付け

入場する全ての人に対し検温を実施（37.5度以上の発熱・体調不良の方は入場不可）

会場内に非接触型検温機を設置しスムーズな入場対応を実施

入場・受付は非接触型で実施

会場内全域にアルコール消毒液を設置

会場の換気

会場内にコロナ感染予防のサインを設置

密集回避策の実施

会場の通路幅は、３m以上設置

待機列は、１m以上の間隔で並べるスペースを確保

共有部分について定期的な消毒、テーブル、椅子など多くの人が触れる場所は適宜消毒

受付では、飛沫防止の設置

1.

2.

3.

4.

出展者・関係者のマスクの着用

出展者は、開催1週間前からの自己検温チェック

（37.5度以上の発熱・体調不良の方の入場は不可）

出展ブース内にアルコール消毒液を設置

レンタル備品はアルコール消毒の上、返却



出 展 者 事 務 局 スケジュール

出展のお申し込み（郵送）
下記出展規定の内容を受諾した上で、
「出展申込書」に記入漏れがないよう
ご確認の上、お申し込みください。

※記入・押印後郵送にて事務局までお送りください。
※FAXは不可、必ず原本を送付下さい。

内容に間違いが無ければ

内容をご確認ください

出展料のお支払い

内容をご確認ください

出展申込書受付～審査
出展申込書受理後（審査）
「出展確認書」を送付致します。
「 出 展 確 認 書 」 の 内 容

◯出展内容（確認）
　・住所・氏名・小間種類・数・出展名（店舗名）
　※確認をお願いします。

◯出展料のお支払い
　振込先（銀行名・口座NO・口座名）のお知らせ

※お申し込み順に受付し、定数に達した場合は
　キャンセル待ちとさせていただきます。

『出展料のお支払い』をもって、
出展決定とさせていただきます。
事務局より、
出展の手引き・小間図・駐車許可証・
招待券など出展に関する書類を
一式送付致します。
※備品・レンタル品申込みも同封

振込期限

8月31日
2022年

8月10日より
2022年

出展確認書の送付

9月中旬
2022年

手引き等の送付

＜ 出 展 ま で の 流 れ＞

一次〆切

8月1日
2022年

申込開始

7月1日
2022年

！重要！ 申込について

・消印は 7 月 1 日以降のものである事

・郵送するものは出展申込書の原本 である事

・日本郵便株式会社の消印 がある事

・消印が 6月 30 日以前のもの、同意書欄無記入の場合は無効
・留意事項は全て確認 署名が必要をし、出店承諾書に

見本

◯ 4.7.1以降のもの
× 4.6.30以前のもの

ので、ご応募はお早めに！
で受付を致します先着順4.7.1

出展多数の場合、キャンセル待ちが発生する可能性があります。
予めご了承くださいますようお願いします。

※その他詳細につきましては、9月中旬に配布する「出展の手引き」をご参照ください。

2022年11月11日（金） 13:00～19:00
2022年11月13日（日） 16:45～19:30

※当日搬入／両日 7:30～9:00

小間割りの決定は、申込みの順番・出展料のお支払い
状況、出展内容を考慮し、主催者が決定致します。



各出展者スペース仕様と出展料 ※当日変更はお受けできませんのでご了承ください。

手づくり作家 ※本人による作品のみの販売可。 ＜対象／個人＞
※ブースの数に限りがありますので、先着順とさせていただきます。S

手づくり作家 ※本人による作品のみの販売可。
※ブースの数に限りがありますので、先着順とさせていただきます。

＜対象／個人＞B

◯2700mm×2700mmの展示・販売スペース
◯出展者証（３名分／１小間）　◯車両駐車許可証

　◯ポップスタンド
（１台分／１小間）

○バックパネル（W900×H2100mm）
※テーブル・椅子・ハンガー・ワゴン等の各種備品は別途お申込みください。＜有料＞
　持ち込みも可能です。

※釘等の打ち付けは可能です。但し、重量物の釣り下げはご遠慮ください。

出展料に
含まれる仕様

出展料
※複数小間の申込みも可能です。但し、連結は最大４小間までです。

32,000円（税込）／１小間

B-1
出展名

◯2700mm×2700mmの展示・販売スペース　◯ポップスタンド　
◯出展者証（３名分／１小間）　◯車両駐車許可証（１台分／１小間）
※テーブル・椅子・ハンガー・ワゴン等の各種備品は別途お申込みください。＜有料＞
　持ち込みも可能です。

出展料に
含まれる仕様

出展料
※複数小間の申込みも可能です。但し、連結は最大４小間までです。

手づくり作家 ※本人による作品のみの販売可。 ＜対象／個人＞
※ブースの数に限りがありますので、先着順とさせていただきます。A

29,000円（税込）／１小間

洋裁・手芸・工芸・工作・模型等で本人による制作による作品の展示及び販売をされる個人の方を対象とします。
※小間内では生地の販売はできません。但し、販売される作品に生地が含まれる場合は例外とします。

洋裁・手芸・工芸・工作・模型等で本人による制作による作品の展示及び販売をされる個人の方を対象とします。
※小間内では生地の販売はできません。但し、販売される作品に生地が含まれる場合は例外とします。

洋裁・手芸・工芸・工作・模型等で本人による制作による作品の展示及び販売をされる個人の方を対象とします。
※小間内では生地の販売はできません。但し、販売される作品に生地が含まれる場合は例外とします。

作家ブースで複数小間出展される方へ。それぞれのカテゴリー（S,A,B）内での出展をお願いします。

※バッグパネルの裏面は別の出展者との共用となります。

※隣接する出展ブース間の高さ制限は、2100mmまでとします。

※隣接する出展ブース間の高さ制限は、2100mmまでとします。

◯2000mm×2000mmの展示・販売スペース　◯ポップスタンド
◯出展者証（３名分／１小間）　◯車両駐車許可証（１台分／１小間）
※テーブル・椅子・ハンガー・ワゴン等の各種備品は別途お申込みください。＜有料＞
　持ち込みも可能です。

出展料に
含まれる仕様

出展料
※複数小間の申込みも可能です。但し、連結は最大４小間までです。

20,000円（税込）／１小間

※隣接する出展ブース間の高さ制限は、2100mmまでとします。

A-1
出展名

900

2100
S-1
出展名

2000

2000

2700

2700

2700

2700

手づくり作品の
展示・販売専用

手づくり作品の
展示・販売専用

手づくり作品の
展示・販売専用



企　業 ＜対象／法人＞

3600

2400

3600

手芸用品・各種服飾資材等の製造及び販売を行っている法人企業または小売店。
また、上記以外の商品で製造・販売及び小売店。

◯3600mm×3600mmの展示・販売スペース
◯2400mmのバックパネル　
◯出展者証（５名分／１小間）
◯車両駐車許可証（２台分／１小間）

※テーブル・椅子・ハンガー等の各種備品は別途お申込みください。＜有料＞
　持ち込みも可能です。
※釘等の打ち付けは可能です。但し、重量物の釣り下げはご遠慮ください。

出展料に
含まれる仕様

出展料 117,000円（税込）／１小間
※複数小間の申込みも可能です。但し、連結は最大２小間までです。

古　布 ＜対象／個人＞

個人による生地・布地・服地・古布の展示及び販売。
※法人での申込みはできません。

◯3600mm×2700mmの展示・販売スペース ◯ポップスタンド
◯出展者証（２名分／１小間） ◯車両駐車許可証（１台分／１小間）

※テーブル・椅子・ハンガー等の各種備品は別途お申込みください。＜有料＞
　持ち込みも可能です。

出展料に
含まれる仕様

出展料 48,000円（税込）／１小間
※複数小間の申込みも可能です。但し、連結は最大４小間までです。

古布
出展名

3600

2700

資　材 ＜対象／個人＞

個人による  資材・材料の販売ブースです。
※法人での申込みはできません。法人は「企業」ブースをお申込み下さい。

◯3600mm×2700mmの展示・販売スペース ◯ポップスタンド
◯出展者証（２名分／１小間） ◯車両駐車許可証（１台分／１小間）

※テーブル・椅子・ハンガー等の各種備品は別途お申込みください。＜有料＞
　持ち込みも可能です。

出展料に
含まれる仕様

出展料 48,000円（税込）／１小間
※複数小間の申込みも可能です。但し、連結は最大2小間までです。

資材
出展名

3600

2700

2700

2700

手づくり教室 ＜対象／個人及び団体＞

個人及び団体による「手づくり教室」のみ実施。製作キットの販売可。
※作品の販売はできません。但し、参加者から講習料を徴収することはできます。

◯2700mm×2700mmの展示スペース　◯テーブル2台、イス6脚　
◯出展者証（２名分／１小間） ◯車両駐車許可証（１台分／１小間）

※テーブル・椅子・ハンガー等の各種備品の追加は別途お申込みください。＜有料＞
　持ち込みも可能です。

出展料に
含まれる仕様

出展料 15,000円（税込）／１小間
※複数小間の申込みも可能です。但し、連結は最大２小間までです。

※隣接する出展ブース間の高さ制限は、2400mmまでとします。

※隣接する出展ブース間の高さ制限は、2400mmまでとします。

※隣接する出展ブース間の高さ制限は、2400mmまでとします。

手づくり作品の販売・教室・資材販売・商品 PR

生地、作品販売、資材の販売

資材の販売　※資材ブースは、最大 2小間まで

ワークショップ・制作キット販売



【新型コロナウイルス感染症等の拡大予防等に係る中止判断について】

出展にて取り扱う商品・作品について
■出展者は、下記ルールを守り同意致します■

※事務局が不正と判断した場合は、会期前日・会期中に関わらず退去していただきます。
※同意の記入が無い場合についても、出展はお断りさせていただきますのでご了承ください。

　■作家Ｓ・Ａ・Ｂでは、手づくり品では無い既製品の販売は行いません。
　■駐車場のルール・時間を守ります。

　■会期終了後の撤去の時間を守ります。開場時間中の撤去は行いません。
　■迷惑行為を行ないません。（小間のはみ出し、装飾レイアウトの高さ制限 等）

1. 行政機関より緊急事態宣言、蔓延防止等が発令された場合、ガイドラインに従い対応いたします。会場の使用困
難の事由から主催者の判断で開催を中止をする場合があります。
2. 出展ブース数が定数に満たない場合は、開催が出来ない場合があります。

当イベントが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からイベントが中止となった場合、開催に向け発生した費
用ならびに中止に伴う費用を除き「出展料の一部を返金」致します。
尚、中止の決定日程により準備で発生した費用が異なりますので、その旨ご了解の上お申込みをお願い致します。

【新型コロナウイルスの影響による開催中止の返金について】 
・2022 年    9 月 16 日～10 月 10 日まで、出展料返金額 70％
・2022 年 10 月 11 日～11 月 10 日までの期間、出展料返金額 40％
・2022 年 11 月 11 日～11 月 13 日の期間、出展料返金額 0％
※中止の場合、発表は出展者への通知を行います。ホームページ、SNS にてお知らせいたします。

【自己都合によるキャンセルの場合】
・2022 年    9 月 16 日～10 月 10 日まで、出展料返金 50％
・2022 年 10 月 11 日～11 月 13 日まで、出展料返金 0％

  1. 主催者は、不可抗力（感染症予防措置等）により内容を変更・中止する場合があります。主催者は、こ
れによって生じた損害及び賠償の責を負いません。また出展者に発生した経費についてはその責を負い
ません。

  2. 物損・紛失・盗難の損害及び地震等の天災に対しての賠償については、責を負いかねますので予めご了
承ください。

  3. 感染予防のためマスク等は必ず着用願います。
  4. 会期中、出展者の方で 37.5 度以上の発熱が確認された場合は、会場内の立ち入りはお断りさせていた
だきます。

  5. 出展申込は、イベント概要、留意事項すべてを確認し、お申込み下さい。
  6. 出展者は、運営及び安全管理全般について、主催者の指示に従って下さい。
  7. 個人情報は、出展、プログラム・レイアウト作成、記録、主催者からの問合せに利用致しますが、新型
コロナウイルス感染症の拡大防止を目的に、行政や医療機関など第三者へ提供することがあります。

  8. 福岡県外からの出展については、対象となる都道府県が緊急事態宣言下等の場合は、　出展をお断りさ
せていただく場合があります。

  9. イベント開催の写真、映像、記録、記事等の新聞、雑誌、テレビ、インターネット等への掲載について
の著作権は主催者側に属します。

10. 入金手続き完了は、当イベント概要及び規約のすべてを確認し、同意したとみなします。

【留意事項】※必ずお読みください。



【新型コロナウイルス感染症等の拡大予防等に係る中止判断について】
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申込者名

TEL

FAX

1.申込者及び各種書類送付先

店名記入欄
2.出展名

手づくり市場 in 北九州 2022   ＜出展申込書＞
2022年　　　　月　　　　日

（※手づくり作家ブースにおいて、手づくり作品以外の販売は禁止します。）5.出展内容について

小間単価（税込）

4.申込小間数及び出展料（小間仕様については左頁を参照して下さい。）

117,000円 小間 円企業 法 人

48,000円 小間 円古布 個 人

48,000円 小間 円資材 個 人

15,000円 小間 円手づくり教室 個人 / 団体

32,000円 小間 円手づくり作家 個 人S
29,000円 小間 円手づくり作家 個 人A
20,000円 小間 円手づくり作家 個 人B

※控えとして、コピーをお取りください。
※左ページの【留意事項】をご覧の上、「出展承諾書」へのサインが必要です。

3.搬入時 車両使用の方
はい いいえ

「はい」の方は、
利用する車両の番号を
記入してください。 例：北九州 580　は 12-34

mail アドレス 緊急時の
連絡先

手づくり市場 in 北九州 2022（第24回）出展承諾書

「留意事項」について承諾いたします。

2022 年　　月　　日 署名：



手づくり市場 in 北九州 実行委員会事務局

TEL／093-662-3100　FAX／093-662-3800

＜ホームページ＞ http://www.nposatoyama.org/

■ 名　称 ：手づくり市場 in 北九州 2022

■ テーマ ：手づくりで、心豊かなくらしを。

■ 会　期 ：2022年11月12日（土）・13日（日）
 設　営 ：11月11日（金）　撤去：11月13日（日）

■ 主　催 ：手づくり市場in北九州 実行委員会

■ 共　催 ：北九州市
■ 後援（予定）／北九州市教育委員会、北九州商工会議所、
 社団法人 日本ホビー協会、
　（公財）北九州観光コンベンション協会

■ 協　力 ／（株）ナカノテツ、（有）ウッディ工房、九州産業大学、
    ジモカフェ＆アトリエ木布んーきぶんー、
 　西南女学院大学短期大学部、（株）たけみや、（特）里山を考える会

■ 会　場 ：西日本総合展示場 新館

■ 入場料 ：当日500円

■ 入場予定：20,000人　　2019年実績　19,773名
　　　　　　　　　　　　2018年実績　20,463名

■ 事務局 ：手づくり市場in北九州実行委員会事務局

〒805-0071 福岡県北九州市八幡東区東田2-5-7

e-mail  tedukuri@nposatoyama.org

・新館です。※会場は西日本総合展示場

AIMビル

（第24回）

■各申込は 1 個人・1 団体、4 小間までとさせていただきます。但し教室・
カルチャーセンターの団体は除きます。

■会期中、申込内容に反した場合、又は苦情があった場合は次回の
出展はお断り致します。

■資材を取り扱う方は、「資材ブース」、「企業ブース」の出展をお願いします。
　「資材」は、１個人・１団体２小間までとさせていただきます。

■手づくり作家：プロ、アマチュアの手づくり作家、手づくり教室の
講師の自作品の展示や販売。

■手づくり教室：個人・団体による手づくり教室。
■企業：服飾資材や、手づくり作品の製作用部材等の小売店及び
メーカーのPR 又は販売。

■古布：生地、布地、古布を個人・団体で販売。
■資材：資材、生地、材料を個人・団体で販売。
■学校：学校によるPR、作品展示、手づくり教室。
■福祉：障害者施設、授産施設等で作られた手づくり品の販売。
■ウッドクラフト：木工・ログハウス組立体験や木工品の販売や実演。
■アーティスト作品展。
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