
【 　 安 心 プ ラ ン  出 展 ル ー ル ブ ッ ク 　 】

青空個展イベントにご応募いただき、誠にありがとうございます。

以下の各項目をご確認いただき、ご出展の準備をお願いいたします。

ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

2019年1月　最新版

● 初期納品にご用意いただくもの ･･････ P1

● 納品時の注意事項 ･･････ P2

● 値札タグ【税抜】 ･･････ P3

● 納品書【税抜】 ･･････ P6

● 追加納品 ･･････ P10

● 什器とレイアウト画像 ･･････ P12

● よくあるお問い合わせ（Q&A） ･･････ P15

別紙【納品前の確認】、【使用不可什器】、【代行搬入出をご利用の方】についても必ずご確認ください。
出展者はHale利用規約、募集要項、出展ルールブックの内容に同意したものとします。
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初期納品にご用意いただくもの

④  納品書
 初期納品時のみ、プロフィール情報の記載された納品書をご利用ください。
 以降の追加納品は『追加納品書』をご利用ください。

提出方法

②  販売する商品
 開催期間中の追加納品も可能です。まずは納品期限に間に合う数量をご用意ください。
 （納品目安：50~100 点 ※商品の大きさによっては 50 点以下もあり）
 在庫保管は専用の BOX をご用意しております。
 ※詳しくは【 在庫保管 P10 】をご確認ください。
 ※代行搬入の場合は別紙【搬入出代行をご利用の方】をご確認ください。
 　また、配送先は 【 P6 】 をご確認ください。

⑤  ショップカード
 販売後に商品不良などあった場合、お客様にショップカードの情報をご案内いたします。
 PR やファン獲得にも繋がりますので必ずご用意をお願いします。

⑥  展示什器（任意）
 ご用意は任意ですが、指定のブース範囲内を作品の雰囲気に合わせて
 展示装飾していただくことができます。
 ※使用不可什器（P13）に注意してください。

①  出展申込書
 必要事項を記入の上、メールまたは FAX でご提出ください。
 ご提出が確認できない場合、出展ができませんのでご注意ください。

⑦  レイアウト画像（搬入代行時のみ必須）

 期間中のブース変更の際に使用いたしますので、
 実際のブースを想定した展示レイアウト画像をご用意いただき商品と同封してください。

③  値札タグ
 ブース番号・作家名・金額 が記載された値札タグをご用意ください。
 売上管理のため、取り外して保管いたします。
 作成条件がありますので、注意事項をよく読み作成してください。

『GigaFi le（ギガファイル）便（※）』をご利用いただき、
作成したURLを 【 青空個展HP お問い合わせフォーム  】 よりお送りください。

※有効期限はなしで設定してください。　※ZIPファイルにまとめないでください。 

※原則、申込書はデータで作成してください。手書きの場合はFAXでお送りください。
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梱包材の有無確認をお願いします
青空個展で用意する梱包材は以下の3点です。

①はがきサイズのOPP袋
②A4サイズが入る手提げ袋（マチ無し）
③B3サイズが入る紙袋（マチ有り）
これらの袋類に入らない品物を納品される場合や、
緩衝材が必要になる品物を納品される場合は、専用の梱包材をご用意ください。
※ご用意いただく梱包材はブース番号・作家名を記載した袋にまとめて納品してください。

追加納品の受付はイベント開催後の受付となります
初期納品以外の納品は全て 追加納品扱い です。開催前の追加納品は受付できません。

値札タグの金額で販売いたします
納品書と値札タグに相違があった場合、値札タグの金額に合わせて販売いたします。

差額金などの補償はいたしかねますので、ご注意ください。

ご提出後の値札タグ・納品書修正はお受けできません
価格修正など青空個展での修正はいたしかねます。

くれぐれも誤りのないよう、ご注意ください。

ピアス・イヤリングは台紙から抜けないようにしてください
釣針型のピアスにも必ずキャッチなどをつけてください。

イヤリングは台紙から落ちないよう工夫してください。

台紙から商品が落ちてしまう場合、販売不可となる他、

補償が適用されませんので、ご注意ください。

店舗什器を傷つけないでください
テーブル・棚等の店舗什器に強力テープなどを貼られますと、破損の原因となります。

店舗什器を破損させた場合、修復費用を請求が発生いたしますのでご注意ください。

納品前に必ず検品をしてからご納品ください
ピアス・イヤリング金具とパーツの接着不良・カンの閉じミスが大変多く見られます。

商品不良はお客様だけでなく、イベントを行わせていただく施設様への信用にも

影響しますので納品前に必ず検品を行ってから出品をしてください。

納品前の注意事項
※別紙、【納品前の確認】も必ずご確認ください
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値札タグ【税抜】

12-8
aozorakoten
  \  1,000 +tax

②②
③③

①①
15mm
以内

30mm 以内

※サイズ規定厳守！！
指定のサイズ以外で作成された場合や

印字にかすれや切れ等がある場合は販売ができません。

！！タグ作成の前に！！ 

タグの作成条件

サイズ ： 縦 15mm× 横 30mm 以内

記載項目 ： ① ブース番号
  ②  作家名
  ③  税抜金額 +tax   ※ 税 込 価 格 は 記 載 不 要

※ブース番号の英字は省略可
【例：12-AOS→12】

シールタイプの値札の場合、取り外しがスムーズに行えるかを必ずお試しください。

ブース番号に間違いがあると商品を販売することができません。

尚、販売ができなかった場合の出展料の補償などは対応できません。

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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作成例

！！！ NG例！！！ 

NG! 税込価格の表示禁止
紛らわしい表記はしない

NG! 素材情報と値札タグの一体化
値札タグに余計な情報は入れないで

NG! 値札タグと商品が離れている
ピアス・イヤリングは必ず台紙に付けてください

NG! サイズオーバー
一番多いです

表裏を利用した値札タグ
タグの表記は “片面に” 収める

NG!

【 ブース番号 [ 12-AOS  ]、作家名 [ aozorakoten  ]、金額 [ 1,000+tax  ] の場合 】 

15mm

30mm

12-8
aozorakoten
  \  1,000 +tax

シールタイプ

15mm
以内

30mm

12-8
aozorakoten

    \  1,000 +tax

札タイプ

aozorakoten

12-8
aozorakoten
  \  1,000+tax

天然石 ラリマー
14kgf

素材情報は
別タグでつける

12-8
aozorakoten

    \  1,000+tax

値札タグは　
取り外しやすい場所に︕

※シールタイプはきれいにはがせるか

　必ず確認してください

・・・・・・・・・
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注意事項

■ 原則タグの印字は印刷したものをご用意ください。
 手書きで作成する場合はブース番号・品番・金額の書き間違い、

 読み間違えやすい数字などに注意し、誰が見てもわかる文字を心がけてください。

 ※読み間違いやすい手書き数字：７・９ /  ５・６ /  ０・６・９ /  ３・８ など

注意事項

■  値札タグ（以下、タグ）は売上管理の原本として使用します。
 ブース番号を書き間違えますと別の方に売り上げが計上され、

 正規の売上金が振り込まれない場合がございます。

 タグの記入は十分ご注意ください。

■ 商品の素材情報などを記載したい場合は別でタグをご用意ください。
 タグは商品から取り外し、売上表に貼り付けて管理をします。

 また、タグはわかりやすい場所につけてください。

■ タグはシールタイプ、もしくは札タイプで作成してください。
 また、文字サイズは縦２ｍｍ以上になるように作成してください。

 【 シールタイプで作成する場合 】

 スムーズにはがせるか、必ずお試しいただきますようお願いいたします。

 ★粘着が弱すぎるとタグが取れてしまったり、紛失する恐れがあります。

 　タグがきれいにはがせないものや取れ・紛失した場合、販売不可となります。

 【 札タイプで作成する場合 】

 マスキングなどのはがせるテープで張り付けるか、

 糸や紐などで取り付けてください。

 ★記載項目はタグの片面にまとめて表記してください。

 ★糸をテープ等で固定する方法は糸が抜けてしまうため禁止です。

■  小数点以下の金額は切り捨てられます。
 税込金額が計算された際、小数点以下の金額はすべて切り捨てられます。



■ 記入の仕方
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納品書【税抜】

① 当選者発表で指定されたブース番号を記入します。
 ブース番号の間違いに注意

② 青空個展が用意する梱包材以外の袋・緩衝材などが必要な場合はご用意ください。
 ブース番号と作家名がわかるように１つの袋などにまとめてご納品ください。

④ 価格は税抜価格で記入してください。
 ※レジ登録の際、小数点以下は切り捨てられます。

③ 商品タグに記載する番号です。品番は数字のみ
 １から連番で、商品１点に１つの数字をふってください。

⑤ 商品名は簡潔に
 枠内に収まる程度で記入してください。

１ページ目

【ブース番号】 【氏名】

納 済 残 ブース番号-品番 税抜価格 納 済 残 ブース番号-品番 税抜価格

1 26
2 27
3 28
4 29
5 30
6 31
7 32
8 33
9 34
10 35
11 36
12 37
13 38
14 39
15 40
16 41
17 42
18 43
19 44
20 45
21 46
22 47
23 48
24 49
25 50

【ブランド名】

※青空個展が用意する以外の梱包材が必要な方は必ずご用意ください。

商品名

納品日　　　　年　　　月　　　日

梱包材の有無

納品書

日中連絡先 ※商品についてのお問い合わせや追加納品のご連絡の際に必要となります。

商品名

※同様の商品であっても、１つの商品ごとに１つの品番を割り振ってください。 ※多少の在庫保管は可能です。

12-AOS 青空
 
花子

12-1 ¥1,000 ピアス（ネコ） 12-26 ¥1,500 マグカップ（ネコ）
12-2 ¥1,000 ピアス（ネコ） 12-27 ¥1,500 マグカップ（ネコ）
12-3 ¥1,000 ピアス（トリ） 12-28 ¥1,500 マグカップ（シロクマ）
12-4 ¥1,000 ピアス（トリ） 12-29 ¥1,500 マグカップ（シロクマ）
12-5 ¥1,000 ピアス（フラワー） 12-30 ¥1,500 マグカップ（トリ）

12-31 ¥1,500 マグカップ（トリ）12-6 ¥1,000 ピアス（フラワー）
12-7 ¥1,000 イヤリング（ネコ）
12-8 ¥1,000 イヤリング（ネコ）
12-9 ¥1,000 イヤリング（トリ）
12-10 ¥1,000 イヤリング（トリ）
12-11 ¥1,000 イヤリング（フラワー）
12-12 ¥1,000

¥1,200
¥1,200
¥1,200
¥1,200
¥1,200

イヤリング（フラワー）
12-13
12-14
12-15
12-16
12-17
12-18
12-19
12-20
12-21
12-22
12-23
12-24
12-25

¥500
¥500
¥500
¥500
¥500
¥500
¥500
¥500

ヘアゴム（ネコ）
ヘアゴム（ネコ）
ヘアゴム（トリ）
ヘアゴム（トリ）
ヘアゴム（フラワー）
ヘアゴム（フラワー）
ヘアゴム（シロクマ）
ヘアゴム（シロクマ）
ブローチ（ネコ）
ブローチ（ネコ）

123-4567-8910

ブローチ（トリ）
ブローチ（トリ）
ブローチ（シロクマ）

aozorakoten

マグカップ用の箱と紙袋・アクセサリー用のラッピング用品

③③

⑤⑤

④④

②②
①①
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⑥ 英字を利用した作家名はふりがなも忘れずに！

⑦ 160字以内に収めてください。制限を超えた文字数はカットされます。
 SNSなどの作家紹介で使用いたします。

⑧ 出展予定のイベントや委託販売の情報をご記入ください。
 お客様からの問い合わせの際にお伝えする場合がございます。

⑨ 什器にもタグが必要です。
 同一什器は同じ品番の使用が可能です。
 詳しくは【什器と展示レイアウト（P13）】をご参照ください。

２ページ目

品番の重複や連番以外の品番使用があった場合、販売ができません。

販売不可となった商品はイベント終了後の返送時にまとめてお返し致します。

不備商品のお知らせ・修正はいたしませんので、ご了承ください。

！！不備があった場合！！

納 返
-A
-B
-C
-D
-E
-F
-G
-H
-I
-J
-K
-L
-M
-N
-O
-P
-Q
-R
-S
-T
-U
-V
-W
-X
-Y
-Z

ブランド名（フリガナ）

ジャンル

コンセプト

※レイアウトは絶対に動かさないでください。
※行・列の【挿入】、【削除】、【幅変更】は厳禁です。

twitter
facebook
Instagram

blog

SNS

イベント出展情報など

※什器・装飾品にも必ず
品番を表記してください。

※アルファベットの前に
ブース番号を入力してく
ださい。

什器名

什器・装飾品（ブース番号-アルファベット）

品番

プロフィール

お客様からのお問い合わせに対応できるよう、プロフィールの記載もお願いいたします。

WEBshop

A12
A12
A12
A12
A12
A12
A12

アクセサリー・イラスト雑貨

シンプルでつかいやすい、アクセサリー・イラスト雑貨などを展開しています。
身の回りのものをお気に入りで彩り、
毎日をちょっと楽しくすごせる作品作りを心がけています。

・2/12　代官山T-SITE「青空個展クリエイターズコレクション vol.2」
・5/27-28　デザインフェスタvol.45

@aozorakoten
ja-jp.facebook.com/aozorakoten/

aozorakoten（あおぞらこてん）

木製飾り台×3
丸皿×2

木箱×2
花瓶

ピアススタンド
ミラー
造花

⑨⑨⑥⑥

⑧⑧

⑦⑦

aozorakoten
www.aozorakoten.com/
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！！！ NG例！！！ 

① 品番飛ばし
 品番は飛ばさず、必ず 1から順に連番を使用してください。

② 行飛ばし
 ［ A12-9 … ( 一行空け ) … A12-10 … ]  のように、1行飛ばしての記入はご遠慮ください。
 空欄を作らず、上から順につめて記入してください。

③ 税込価格表示
 金額はすべて税抜価格のみを記入してください。

④ ブース番号の省略
 納品書にもブース番号は略さず記入してください。

⑤ 品番ダブり
 同一の商品であっても、同じ品番の使用はできません。

⑥ 連番以外の品番設定
 ［ A12-29-1 ］、［ A12-30A ］など、独自の品番設定はご遠慮ください。

⑦ 未納品分などの不確かな情報記載
 品番のみの記載・商品名の未記入等、曖昧な情報の記載をしないでください。
 納品分の情報以外は何も入力しないでください。 

⑧ 納品書のレイアウト改造
 納品書は商品を正確に管理するための正式な書類です。
 勝手なレイアウト変更・改造はしないでください。

納 済 残 ブース番号 --  品番 価格税抜 商品名 納 済 残 ブース番号 -  品番 商品名
1 12-1 ¥1,000 ピアス（ネコ） 26 12-26 ¥1,500 マグカップ（ネコ）
2 12-2 ¥1,000 ピアス（ネコ） 27 12-26 ¥1,500 マグカップ（ネコ）
3 12-3 ¥1,000 ピアス（トリ） 28 12-27 ¥1,500 マグカップ（シロクマ）
4 12-4 ¥1,080 ピアス（トリ） 29 12-28 ¥1,500 マグカップ（シロクマ）
5 30 12-29-1 ¥1,500 マグカップ（トリ）
6 31 12-29-2 ¥1,500 マグカップ（トリ）

12-30A ¥1,500 ポストカード（ネコ）
12-30B ¥1,500 ポストカード（ネコ）
12-27 ¥1,500 ポストカード（シロクマ）
12-28 ¥1,000 ポストカード（シロクマ）
12-29
12-30

7 12-7 ¥1,000 イヤリング（ネコ） 32
8 12-8 ¥1,000 イヤリング（ネコ） 33
9 12-9 ¥1,000 イヤリング（トリ） 34
10

12-10 ¥1,000 イヤリング（トリ）
35

11
12-11 ¥1,000 イヤリング（フラワー）

36
12

12-12 ¥1,000 イヤリング（フラワー）
37

13
A12-13 ¥500(540) ヘアゴム（ネコ）

38
14

12-14 ¥500(540) ヘアゴム（ネコ）
39

15
12-15 ¥500(540) ヘアゴム（トリ）

40
16

12-16 ¥500 ヘアゴム（トリ）
41

17
12-17 ¥500 ヘアゴム（シロクマ）

42
18

12-18 ¥500 ヘアゴム（シロクマ）
43

19
12-19 ¥800 ブローチ（ネコ）

44
20

20 ¥800 ブローチ（ネコ）
45

21
21 ¥800 ブローチ（シロクマ）

46
22

22 ¥800 ブローチ（シロクマ）
47

23
23 ¥800 ブローチ（トリ）

48
24

24 ¥800 ブローチ（トリ）
49

25 5050
51
52
53

¥1,000
¥1,000
¥1,000

価格税抜

品番飛ばし×品番飛ばし×

行飛ばし×行飛ばし×

NG!

NG!

NG!

税込価格表示×税込価格表示×
NG!

ブース番号の省略×ブース番号の省略×

品番ダブり×品番ダブり×
NG!

連番以外の
品番設定×
連番以外の
品番設定×

NG!

未納品分などの不確かな情報記載×未納品分などの不確かな情報記載×

①①

②②

③③

④④

⑤⑤

⑥⑥

⑦⑦

12-31
12-32
12-33
12-34
12-35

納品書のレイアウト改造×納品書のレイアウト改造×
NG!

NG!

⑧⑧



注意事項

■  納品書の情報と商品タグを照らし合わせてチェックをします。
 ブース番号・品番・金額の間違いや品番の重複に注意してください。
 ※金額に間違いがあった場合は値札タグの金額にあわせます。
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■ 同一の商品であっても、商品一点につき１つの品番をふってください。
 品番に重複があった商品は販売ができません。

■ 管理の都合上、納品書の印刷は《 A4 横 》でお願いいたします。
 添付している納品書は《 A4 横 》できれいにおさまるよう調節してあります。
 ただし、ご使用の環境によってはページがずれる場合がございます。
 印刷の際にページに見切れや余白が多い場合は、
 お手数ですが、行・列の間隔を調節して印刷をしてください。
 ※行・列の間隔以外のレイアウト変更 ( 行を増やす・減らすなど ) はしないでください。

■  １ページに収まりきらない場合は追加納品書のデータをご使用ください。
 ※在庫分は指定のBOX内で保管が可能です。詳しくはP10をご参照ください。
 　（目安：50~100点　※商品の大きさによっては50点以下もあり ）

■ 原則として、納品書はエクセルデータで記入し、ご提出ください。
 エクセルデータのご使用は【 Microsoft  Excel  】
 または、【Google スプレッドシート】で編集が可能です。
 ※Micirosoft  Excel・Google スプレットシートは無料オンラインサービスもございます。

 ※Micirosoft・Googleアカウントのご登録 ( 無料 ) が必要です。

 【 手書きで作成する場合 】

 納品書を印刷してご記入いただき、FAX（03-3384-0672）をお送りください。
 ブース番号・金額の書き間違い、
 読み間違えやすい数字に注意し、誰が見てもわかる文字を心がけてください。
 ※読み間違いやすい手書き数字：７・９ / ５・６ / ０・６・９ / ３・８ など

 ※FAX の読み取り設定で印字が見づらくなった場合、
 　送り直しや郵送での対応をしていただく場合がございます。
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追加納品

開催期間中に商品の追加納品行うことができます。

2回目以降の納品がある場合は 《 追加納品書 》 にご記入ください。

※納品書の書き方は【 納品書 P6 】をご参照ください。

■ 直接納品の場合
 ① 納品予定日を青空個展HP【お問い合わせフォーム】からお知らせください。

 ② 納品日に 印刷した追加納品書  と 商品  を店舗へ納品してください。

 ※追加納品の受付時間は店舗の閉店1時間前までです。

 ※全ての準備が整ってからご来店ください。

■ 事務所へ配送納品の場合
 ① 追加納品の商品・納品書を下記住所へ配送（郵送）してください。

 ② 到着予定日を青空個展HP【お問い合わせフォーム】へ必ずお知らせください。

 ※配送の場合は店舗に商品が届くまで２～３日程かかりますので、ご注意ください。

 ※追加納品のご連絡・品名の記載がない場合、期間内に店舗に届かない場合がございます。

 ※納品書と商品がそろっていないと販売ができません。

 ------------------------

 〒151-0051
 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-34-13 ベルファイブビル3F
 TEL :  03-3384-0671

 青空個展実行委員会 宛

 ※品名には必ず　出展会場名　/　店舗名　/　ブース番号　/　作家名　をご記入ください。

 ※受取時間は平日：午前中～ 18時まで、元払いのみです。

■ 会場へ配送納品の場合 ★会場納品可の場合のみ
 ① 追加納品の商品・納品書を会場施設へ配送してください。

 ② 到着予定日を青空個展HP【お問い合わせフォーム】へ必ずお知らせください。

 ※追加納品のご連絡・品名（上記参照）の記載がない場合、店舗に届かない場合がございます。

 ※配送納品不可の会場もございます。詳しくは開催直前の案内メールにてご案内いたします。

納品方法



在庫保管は青空個展が用意する在庫保管ボックスをご利用いただきます。

下記のサイズを参考に、収まる数量でご納品ください。

青空個展が用意するボックス以外での在庫のお預かりはできません。

在庫保管

- 11 -

150

210

130

100

230

単位：mm ( 内寸 )

●逆台形型となっており、上部と下部でサイズが異なりますのでご注意ください。

●キャンドルや布小物など、大きい商品を扱っている方を対象に
約2倍の大きさのボックスのご用意もございます。
ご利用になる方は事前にご連絡ください。(数に限りがございます )

●原則、ボックスに収まりきらない在庫のお預かりはできません。
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什器とレイアウト画像

■ 納品書の記入・什器タグ
 納品書の 【 什器・装飾品 】 にブース番号と品名を記入してください。

 什器タグには『ブース番号 -品番・作家名』を記載してください。

 什器タグのサイズ・素材などの指定はありません。

★ 使用できない什器について
 不安定な什器や外観を損なうような什器・装飾は使用不可です。

 【不安定な什器】
 人や物がぶつかったり、多少の揺れで倒れてしまうもの

 【ほつれやブースサイズより大きい布】
 店舗の外観を損ねるため、布のほつれ・ダボつきには十分注意してください。
 また、ブースから布を垂らさないでください。

 【ブースサイズ内に収まらないもの】
 空中であってもブースサイズは指定の範囲内に収めてください。
 隣接するブースに迷惑をかけないよう、ご協力をお願いいたします。

納 返
12 -A
12 -B
12
12
12
12
12

-C
-D
-E
-F
-G
-H
-I
-J
-K

※什器・装飾品にも
必ず什器品番を貼ってください。

什器名品番

ミラー
造花

什器・装飾品（ブース番号-アルファベット）

ピアススタンド

木製飾り台×3
丸皿×2

木箱×2
花瓶

※アルファベットの前に
ブース番号を入力してください。

同一什器は同じ品番の使用が可能です。同一什器は同じ品番の使用が可能です。

什器にもタグをつけてください。
※タグが紛失してしまったり、
　タグを付けていない什器の紛失は
　補償が適用されません。

什器にもタグをつけてください。
※タグが紛失してしまったり、
　タグを付けていない什器の紛失は
　補償が適用されません。

ミラーの裏側

記入例

※別紙、【使用不可什器】も必ずご確認ください
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■ レイアウト画像（任意） ※代行利用の場合は必須 

 各イベント毎に指定された展示サイズに従い、レイアウトをご検討ください。

 【レイアウト全体画像】・【ブース番号と作家名】・【展示方法（任意）】を記載し、

 作成例を参考に、簡潔にまとめてください。（ページ数は増えても構いません）

 ※代行搬入やレイアウト変更を行う場合などに使用します。

 　移動が難しいものや長期間の展示に耐えられないような装飾はご遠慮ください。

A4サイズ

【 A12-E 】の木箱は裏返して
ひな壇として使用します。
（固定済み）

大まかなジャンル指定のみ可能です。
品番ごとの細かな指定はできません。
大まかなジャンル指定のみ可能です。
品番ごとの細かな指定はできません。

レイアウト画像は大きく配置してください。レイアウト画像は大きく配置してください。

ブース番号と作家名の記載も忘れずに！ブース番号と作家名の記載も忘れずに！

A12 aozorakoten

ピアスピアス ピアスピアス

ブローチブローチブローチブローチ

イヤリングイヤリング

使用方法がわかりづらい什器は
個別にわかりやすい画像と
簡単な説明も記載してください。

使用方法がわかりづらい什器は
個別にわかりやすい画像と
簡単な説明も記載してください。

※画像は例であり、必ずしも使用できる什器ではありません。

作成例



- 14 -

注意事項

■ 使用方法が特殊な什器は、わかりやすい画像と簡易的な説明を添えてください。
 例えば、「板の下に箱を置いて段差をつくる」などの場合は、
 どのようにして段差を付けているのかがわかる画像もご用意ください。
 ※展開場所に合わせ、指定とは別の方法で使用をする場合もございます。

■ 各什器には什器タグをつけてください。
 納品書の【什器・装飾品】の欄にブース番号と品名を記入し、
 什器タグを作成してください。（※什器タグを取り外すことはございません。）
 同一什器は同じ品番の使用が可能です。

 ※タグが紛失してしまったり、タグをつけていない什器の紛失は責任を負いかねます。
 　また、上記の理由により返送先不明となった什器の追加送料は作家様負担となります。

■  盗難対策のご協力をお願いいたします。
 全ての作品に細心の注意を払い管理をしておりますが、
 ご用意いただく展示にも盗難対策を施していただきますよう、
 ご協力をお願いいたします。
  ※ピアス・イヤリングは台紙から落ちないよう工夫をお願いいたします。
  ※対策がされていない場合、盗難補償は適用されません。

■ 展示レイアウト画像
 A4 サイズにレイアウト画像を配置し、商品と一緒に同封してください。

 ※必ずしも指定どおりに配置されるわけではありません。

 ※大まかな配置指定のみ可能です。
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よくあるお問い合わせ

作家様からのよくあるお問い合わせをまとめました。
こちらから解決しない場合やご相談などは
青空個展HPの【お問い合わせフォーム】、または店舗携帯電話へご連絡ください。

※イベント会場の施設に問い合わせはしないでください。

【 Q & A 】

Q. 『配送を利用せず、自分で商品を青空個展（本社）に届けたい。』

A.  可能です。
 お越しいただける日時をあらかじめメールでご連絡ください。

 ただし、受取りは青空個展営業時間内のご対応となります。

 直接納品の場合でも商品・什器を梱包し、

 100サイズ以内の段ボールにまとめて納品してください。

Q. 『展示レイアウトが変わっている…』

A.  展示スペースや雰囲気に合わせて配置を変更いたしますので、
 ご提出いただいたレイアウトどおりにならない場合がございます。
 また、営業中に危険と判断した什器は下げさせていただきます。

 尚、レイアウトに関して青空個展実行委員会にご連絡いただきましても、

 ご対応いたしかねますのでご了承ください。

 店舗にお越しいただき、直接手直しをしていただくことは可能です。

Q. 『納品した商品・什器を持ち帰りたい』

A.  店舗でのみご対応可能です。

Q. 『ディスプレイの高さ制限は？』

A.  募集の際に、高さの指定がない場合は、制限を設けておりません。
 ただし、棚・卓上に配置することを配慮したディスプレイをご検討ください。
 ご用意いただいた什器のサイズも考慮してブース変更を行います。

 ※高 300mmを超える大型什器は会場によって使用できない場合もございます。

 ※別紙、【使用不可什器】を必ずご確認ください。
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【 Q & A 】

Q. 『商品に破損や盗難があった場合は？』

A.  【 破損について 】

 ●開催中の場合

 販売後の破損については、店舗に同一・類似商品があれば交換させていただきます。

 その際のご連絡は店舗終了後にお知らせ用紙の同封でご連絡に代えさせていただいております。

 交換できる商品がなく、お客様が修理をご希望の場合は、

 店舗から作家様へご連絡し、お客様と直接やり取りをしていただくことになりますので、

 店舗携帯からの連絡に対応ができるよう設定をお願いいたします。

 ※留守電サービスなどの設定をしていただけると助かります。

 ●イベント終了後の場合

 お客様と直接やり取りをしていただくことになります。

 詳細をご連絡いたしますので、ご対応をお願いいたします。

 なお、開催期間中は多くの方の手に触れることが予想されます。

 想定内の傷や汚れ・破損に関しましては責任は負えませんのでご了承ください。

 【 盗難・紛失について 】　

 個別にご相談の上、

 買取の場合は販売手数料を差し引いた金額を補償いたします。
 ※【 引受限度額：1商品につき￥5,000 】までとなります。

 ※盗難対策を施されていない展示仕様は補償が適用されない場合がございます。

Q. 『在庫状況が知りたい』

A.  スムーズプランは販売個数のみお伝えすることが可能です。
 在庫確認受付時間内に店舗携帯電話へご連絡ください。

 在庫状況はすべて店舗で管理しております。

 青空個展実行委員会にお問い合わせいただきましても、

 お答えできませんのでご了承ください。

  詳しい在庫状況を確認したい場合は直接店舗へお越しください。

 ※売り場画像の送付は追加納品が必要な場合のみお送りいたします。

 ※詳細な販売状況のお知らせは【安心プラン】のサービスです。


