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■ はじめにはじめにはじめにはじめに     

     

2009年より始めた『ごてんばアート・クラフトフェア』は、今年で6年目を迎えます。 

私達実行委員は、全員昼間仕事を持ちながら、100％ボランティアで活動していて、出展者様から頂いた出展料も 

100％宣伝広告費+運営費にあてさせて頂いて来ました。 

また、 

1.全国のアーティスト、クラフト作家さんを応援したい。 

2.子供達に夢を与えたい。 

3.静岡県東部LIFEを楽しみたい。  

という3本柱を目標に活動してきました。 

御陰様でその甲斐あって、毎年出展者も増え、来場者数も増え、各出展者様の売り上げも伸びていると聞いています。 

そして、迎える6回目。現状に甘んじる事無く『もっと楽しく』『もっと魅力有る』『もっと売れちゃう』フェアを 

目指して、今年のテーマを《shake!》にしました。既存のクラフトフェアの概念を《shake!》してより新しい 

クラフトフェアの形を貪欲に模索していきたいと思います。今年も、富士山を一望出来る素晴らしいロケーションで、

一緒に楽しみましょう！  

是非、ご応募お待ちしています。 

 

 

 

        ごてんばアート・クラフトフェア実行委員会 

                実行委員長  長尾 隆行 
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■■■■    実施概要実施概要実施概要実施概要    

  開催日時 2014年9月20日（土）10：00～17：00 21日（日）10:00～16:00 雨天決行雨天決行雨天決行雨天決行    （（（（荒天中止荒天中止荒天中止荒天中止））））    

  場所   御殿場中央公園  〒412-0042 静岡県御殿場市萩原754-5 

  主催   ごてんばアート・クラフトフェア実行委員会  御殿場総合サービス株式会社 

実行委員長 長尾 隆行 

      〒412-0045 静岡県御殿場市川島田1706-6 （HAPTIC HOUSE内） 

 

 

■■■■    申し込み方法について申し込み方法について申し込み方法について申し込み方法について    

  別紙の「参加申込用紙」に必要事項をすべて記入の上、下記住所までご郵送ください。 

 

 

     〒412-0045  静岡県御殿場市川島田1706-6 

       （HAPTIC HOUSE 内） 

      「ごてんばアート・クラフトフェア実行委員会」 
 

 

 

■ 申込締め切り申込締め切り申込締め切り申込締め切り    

 

２０１４年 ５月 ６日（火） 必着 

 

 

 

■ 出展選考出展選考出展選考出展選考    

実行委員会により、選考基準は出展の資格、条件を満たした上で、ご応募いただいた資料をもとに 

選考いたします。 

選考結果については、2012012012014444年年年年6666月月月月18181818日日日日（水）（水）（水）（水）に公式に公式に公式に公式WEBWEBWEBWEBサイトにて発表、サイトにて発表、サイトにて発表、サイトにて発表、お知らせいたします。    

合否についてのお問い合わせはご遠慮ください。 

 

 

■ 主催者賞主催者賞主催者賞主催者賞    

今回も主催者賞を設けました。 

・最優秀賞（1組）賞金3万円 ・優秀賞（2組）賞金1万円 ・くらのすけ賞（3組） 

上記6組のみなさんには「秩父宮記念公園」（静岡県御殿場市東田中 1507-7）にて1年間作品の展示、

販売が行えます。（希望者のみ） 
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■ 搬入搬入搬入搬入出について出について出について出について    

・ 1日目の朝、会場内の無料駐車場（地図参照）に駐車していただき、そちらから搬入出してください。 

・ 搬入が終わった後、会場内駐車場から会場外の出展者駐車場（無料）へ車を移動していただきます。 

・ ジョギングウォーキングコースへの車の乗り入れは希望者のみ希望者のみ希望者のみ希望者のみといたします。 

その際、車の混雑や通り抜けでのお時間がかかる車の混雑や通り抜けでのお時間がかかる車の混雑や通り抜けでのお時間がかかる車の混雑や通り抜けでのお時間がかかることがあります。ご了承ください。 

お荷物が運びやすい方は会場内駐車場からの搬入が便利です。 

・ お荷物を運ぶ際にお手伝いが必要な場合はお申し出ください。当日ボランティアがお手伝いいたします。 

その際、貴重品（商品や什器）の破損を防止するため、保険への加入や、運搬時の指示をお願い致します。 

 

●搬入出の流れ 

 

1日目開始前   決められた場所から搬入し、終了後お車を出展者専用駐車場へ移動 

    ↓ 

1日目終了時   希望者のみ決められた場所から搬出 

    ↓ 

2日目開始前   希望者のみ決められた場所から搬入 

    ↓ 

2日目終了時   ブースの片づけが終了した方から、お車を出展者駐車場から公園内指定の駐車場へ 

移動搬出 

    

※※※※    詳しい搬入搬出方法は合否の決定後「出展の手引き」にてお知らせいたします。詳しい搬入搬出方法は合否の決定後「出展の手引き」にてお知らせいたします。詳しい搬入搬出方法は合否の決定後「出展の手引き」にてお知らせいたします。詳しい搬入搬出方法は合否の決定後「出展の手引き」にてお知らせいたします。    

※※※※    搬入出その他でのお車のトラブルに関しては責任を負いかねますのでご了承ください。搬入出その他でのお車のトラブルに関しては責任を負いかねますのでご了承ください。搬入出その他でのお車のトラブルに関しては責任を負いかねますのでご了承ください。搬入出その他でのお車のトラブルに関しては責任を負いかねますのでご了承ください。    

 

 

 

■ スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

    

 

出展申込出展申込出展申込出展申込    

3333 月月月月1111 日から日から日から日から    

 

締め切り締め切り締め切り締め切り    

5555 月月月月6666 日日日日    

 

選選選選考考考考    

選考結果選考結果選考結果選考結果    

発表発表発表発表    

6666 月月月月18181818 日日日日    

（（（（WEBWEBWEBWEB サイトにて）サイトにて）サイトにて）サイトにて）    

出展料出展料出展料出展料    

振込締切振込締切振込締切振込締切    

7777 月月月月19191919 日日日日    

出展手引出展手引出展手引出展手引    

発送発送発送発送    

8888 月上旬月上旬月上旬月上旬 

イベント当日イベント当日イベント当日イベント当日    

9999 月月月月    

20202020 日日日日21212121 日日日日 
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■ 出展応募について出展応募について出展応募について出展応募について （お問い合わせは担当者へご連絡ください） 

 

●クラフト部門 

区

分 
部門部門部門部門    

出展料 

（円） 

出展ブース 

サイズ 

出展場所 

（地図参照） 
応募の条件 申込用紙に記入、貼付する内容 

ブース 

数 

A クラフトクラフトクラフトクラフト    8,000 
間口3.6ｍ 

奥行3.0ｍ 

クラフト・アート 

販売エリア 

・プロ、またはプロを目指す方プロ、またはプロを目指す方プロ、またはプロを目指す方プロ、またはプロを目指す方で、オリジナ

ルの作品を展示発表、説明、販売販売販売販売できる方 

・フェア開催期間中、出展者本人が展示販売

にあたること 

・実演販売（製作工程や作品のデモンスト 

レーション）ができる方歓迎 

アート販売出展例  

イラスト、絵画、写真やアート作品など 

作品の魅力やあなたの熱意が伝わる

内容を、写真（裏面に出展名を記入

のこと）や文章を使って自由に表現

してください。 

出展するブースの雰囲気も伝わって

くるとさらにうれしいです。 

170 

 

◇クラフト部門担当者連絡先 

区

分 
部門部門部門部門    

担当者名 

フリガナ 
電話 メールアドレス 対応可能時間 

A クラフトクラフトクラフトクラフト    

小佐井 佳代 

（TSUBORA-YA） 

コサイ カヨ 

（ツボラヤ） 

090-3150-6537 craft@g-kuranosuke.jp 10:00～17：00 

 

 

 

●ワークショップ部門 

区

分 
部門部門部門部門    

出展料 

（円） 

出展ブース 

サイズ 

出展場所 

（地図参照） 
応募の条件 申込用紙に記入、貼付する内容 

ブース 

数 

B ワークショップワークショップワークショップワークショップ    5,000 
出展内容に 

より対応 

ワークショップ 

エリア 

・プロの方プロの方プロの方プロの方で、アート・クラフトに関連し

たものを、実演、説明、販売できる方 

・フェア開催期間中、出展者本人が実演販

売にあたること 

・来場者に対して、一定時間をかけてワー

クショップを開催できること 

・商品を販売する場合、販売スペースがブ

ースの1/2を超えないこと 

・ワークショップ参加者の参加費は各出展

者で自由に決めてください 

出展例 お絵かき体験、アクセサリー作

り、羊毛フェルトなど 

・・・・ワークショップのおよその時間（１日に何ワークショップのおよその時間（１日に何ワークショップのおよその時間（１日に何ワークショップのおよその時間（１日に何

回、１回何分など）、参加費、発電機を回、１回何分など）、参加費、発電機を回、１回何分など）、参加費、発電機を回、１回何分など）、参加費、発電機を

使用の有無使用の有無使用の有無使用の有無を明記のこと    

 

楽しさが伝わるようなワークショップの内

容を、写真（裏面に出展名を記入のこと）

や文章を使ってお書きください。 

販売する作品がある場合はそちらの写真

もお願いします。（ワークショップの内容

は、オリジナリティがあって楽しめるような

内容が好ましいです） 

20 

 

◇ワークショップ部門担当者連絡先 

区

分 
部門部門部門部門    

担当者名 

フリガナ 
電話 メールアドレス 対応可能時間 

B ワークショップワークショップワークショップワークショップ    
小林 志保 

コバヤシ シホ 
090-9198-7927 workshop@g-kuranosuke.jp 17：00～20：00 
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●アート野外展示・アートパフォーマンス部門 

区

分 
部門部門部門部門    

出展料 

（円） 

出展ブース 

サイズ 

出展場所 

（地図参照） 
応募の条件 申込用紙に記入、貼付する内容 

ブース 

数 

C 

アート野外展示アート野外展示アート野外展示アート野外展示    

アートアートアートアート    

パフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンス    

無料 

または 

3,000 

（販売する方） 

出展内容に 

より対応 

出展内容に 

より対応 

・プロ、またはプロを目指す方プロ、またはプロを目指す方プロ、またはプロを目指す方プロ、またはプロを目指す方で、オリジ

ナルの作品（インスタレーションも可）

を展示発表説明できる方 

・野外の展示なので、雨天での対応や、破

損時の保険加入をご検討ください 

・パフォーマンスしながら販売するまたは販

売行為が伴う場合、出展参加費として 3000

円をいただきます 

・出展する場所はクラフトアート販売エリア以

外のどちらでも可能です 

・移動や動きながらのパフォーマンスも可能

です 

出展例 一人芝居、ダンス、ライブペイン

ティングなど 

・発電機を使用する場合はその旨を明記・発電機を使用する場合はその旨を明記・発電機を使用する場合はその旨を明記・発電機を使用する場合はその旨を明記    

 

作品の魅力やあなたの熱意が伝わる内

容を、写真（裏面に出展名を記入のこと）

や文章を使って自由に表現してくださ

い。 

10 

 

◇アート野外展示・アートパフォーマンス部門連絡先 

区

分 
部門部門部門部門    

担当者名 

フリガナ 
電話 メールアドレス 対応可能時間 

C 
アート野外展示アート野外展示アート野外展示アート野外展示    

アートパフォーマンスアートパフォーマンスアートパフォーマンスアートパフォーマンス    

ちば えん 

チバ エン 
 art@g-kuranosuke.jp  

 

 

 

●ステージパフォーマンス部門 

区

分 
部門部門部門部門    

出展料 

（円） 

出展ブース 

サイズ 

出展場所 

（地図参照） 
応募の条件 申込用紙に記入、貼付する内容 

ブース 

数 

D 
ステージステージステージステージ    

パフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンス    
無料 

パフォーマンス 

ステージ 

パフォーマンス 

ステージ 

・プロ、アマ問いません。ステージで一定時

間パフォーマンスできる方 

・野外でのパフォーマンスなので雨天の対応

や保険の加入をご検討ください 

・投げ銭可（自己管理でお願いします） 

パフォーマンスの魅力やあなたの熱意が

伝わる内容を写真（裏面に出展名を記入

のこと）や絵、文章を使って説明してくだ

さい。その際、出演人数を明記してくださ

い。（持ち時間は、セッティング・リハ・撤収

含め 1 時間となります。御了承下さい） 

内容による 

 

◇ステージパフォーマンス部門連絡先 

区

分 
部門部門部門部門    

担当者名 

フリガナ 
電話 メールアドレス 対応可能時間 

D 
ステージステージステージステージ    

パフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンス    

青木 野日久 

アオキ ノブヒサ 
 stage-p@g-kuranosuke.jp  
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●くらのすけ横丁部門 

区

分 
部門部門部門部門    

出展料 

（円） 

出展ブース 

サイズ 

出展場所 

（地図参照） 
応募の条件 申込用紙に記入、貼付する内容 

ブース 

数 

E くらのすけ横丁くらのすけ横丁くらのすけ横丁くらのすけ横丁    8,000 
間口3.6ｍ 

奥行3.0ｍ 
くらのすけ横丁 

・静岡県東部および富士山周辺地域に営業・

活動拠点を構えている企業・店舗・個人で

業務及び本気の活動を行っている方でＰＲ

をされたい方（物販可） 

・当日横丁として、メインエリアに負けない 

活気ある場を演出できる方 

・富士山にまつわるもの大歓迎 

・販売品の写真（裏面に出展名を記入の

こと）がある場合は貼付、ＰＲ内容も記載 

・発電機を使用する場合は明記 
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◇くらのすけ横丁部門連絡先 

区

分 
部門部門部門部門    

担当者名 

フリガナ 
電話 メールアドレス 対応可能時間 

E くらのすけ横丁くらのすけ横丁くらのすけ横丁くらのすけ横丁    
くらのすけ 

クラノスケ 
 yokocho@g-kuranosuke.jp  

    

    

 

●フード部門（P8の【フード部門出展に関する注意事項】【フード部門出展に関する注意事項】【フード部門出展に関する注意事項】【フード部門出展に関する注意事項】も必ずお読みください。） 

区

分 
部門部門部門部門    

出展料 

（円） 

出展ブース 

サイズ 

出展場所 

（地図参照） 
応募の条件 申込用紙に記入、貼付する内容 

ブース 

数 

F フードフードフードフード    

キッチンカー 

販売は15,000 

 

タープ販売は

12,000 

キッチンカー 

販売は車サイズ

に対応 

 

タープ販売は 

間口3.6ｍ 

奥行3.0ｍ 

グルメ 

フードエリア 

出店料は、キッチンカー販売は出店料は、キッチンカー販売は出店料は、キッチンカー販売は出店料は、キッチンカー販売は 15,00015,00015,00015,000 円、円、円、円、    

タープ販売はタープ販売はタープ販売はタープ販売は12,00012,00012,00012,000 円です。円です。円です。円です。    

・静岡県内で使用できる露店営業許可証・・静岡県内で使用できる露店営業許可証・・静岡県内で使用できる露店営業許可証・・静岡県内で使用できる露店営業許可証・

菓子製造業許可証菓子製造業許可証菓子製造業許可証菓子製造業許可証等出店に必要な許可

証を取得していること 

（P8 飲食店営業（露店）で提供できる食品飲食店営業（露店）で提供できる食品飲食店営業（露店）で提供できる食品飲食店営業（露店）で提供できる食品

の例示の例示の例示の例示もご参考ください） 

・生産物・生産物・生産物・生産物賠償責任保険賠償責任保険賠償責任保険賠償責任保険に加入のこと    

・会場内移動販売（弁当売り形式など） 

も可（申込用紙にチェックしてください） 

・出展する食品メニューを明記 

（裏面に出展名を記入した写真を貼付、

金額や構成も明記してください） 

・静岡県内で使用できる静岡県内で使用できる静岡県内で使用できる静岡県内で使用できる露店営業許可証・

菓子製造業許可証等出店に必要な許可

証を同封すること（コピー可、後日取得す

る場合はそれを明記） 

・生産物賠償責任保険生産物賠償責任保険生産物賠償責任保険生産物賠償責任保険の加入を証明する

書類のコピーを同封すること（後日加入

する場合はそれを明記） 

・発電機を使用する場合は明記 

20 

 

◇フード部門連絡先 

区

分 
部門部門部門部門    

担当者名 

フリガナ 
電話 メールアドレス 対応可能時間 

F フードフードフードフード    
勝間田 里美 

カツマタ サトミ 
 food@g-kuranosuke.jp  
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【【【【応募に関する応募に関する応募に関する応募に関する注意事項】注意事項】注意事項】注意事項】    

    

●申込用紙の記入漏れにご注意ください。 

●お申込みは郵送のみ郵送のみ郵送のみ郵送のみの受付となります。（コピーしたものも受け付けます） 

●貼付する写真の裏に出展名を記入写真の裏に出展名を記入写真の裏に出展名を記入写真の裏に出展名を記入してください。 

●お申込みの際の個人情報は、当イベント関連事業の連絡のみに使用します。ご提出いただいた写真、 

及びコメントにつきましてはイベントPRの広報活動に使用することがありますのでご了承ください。 

●お送りいただいた申込用紙やそのほかの資料は返却いたしませんのでご了承ください。 

●申込用紙はHPからダウンロードしてください。 

 

 

【出展に関する注意事項】【出展に関する注意事項】【出展に関する注意事項】【出展に関する注意事項】    

    

●●●●テント、什器等の貸し出しはいたしませんテント、什器等の貸し出しはいたしませんテント、什器等の貸し出しはいたしませんテント、什器等の貸し出しはいたしませんのでご了承ください。 

●ブースの位置指定はできません、1ブース1屋号で出展してください。 

●雨天決行雨天決行雨天決行雨天決行いたします。テント、タ―プ等をご使用の上、雨天でのご準備をして、各自の判断で出展しない 

ということがないようにお願いします。 

●実演販売は大歓迎ですが、大きな音を出すことはなるべくご遠慮ください。 

●商品その他の破損等は責任を負いかねますのでご了承ください。 

●アートクラフトエリアは火気厳禁、ペット火気厳禁、ペット火気厳禁、ペット火気厳禁、ペットが入れません。 

●クラフト部門アート販売部門では発電機は利用できません。なお、他部門で発電機を利用する場合も貸し出しは

行っておりません。 

●クラフト部門アート販売部門では、手芸教室、サークル等の発表の場としての出展はご遠慮ください。 

（この事実が認められた場合は会場から撤去していただきます） 

●ステージパフォーマンス部門にて出演スケジュールは実行委員会で調整いたします。 

●フェア開催中の2日間の作品その他の破損、事故などの責任を負いかねますのでご了承ください。 

●フード部門についての注意事項は裏面をご覧ください。
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【フード部門出展に関する注意事項】【フード部門出展に関する注意事項】【フード部門出展に関する注意事項】【フード部門出展に関する注意事項】    

    

●静岡県内で使用できる静岡県内で使用できる静岡県内で使用できる静岡県内で使用できる露店営業許可証・菓子製造業許可証等出店に必要な許可証のコピーを提出して 

ください。 

●●●●生産物賠償責任保険生産物賠償責任保険生産物賠償責任保険生産物賠償責任保険に加入してください。（加入を証明する書類のコピーを提出のこと） 

●●●●露店営業許可証・菓子製造業許可証の取得、生産物賠償責任保険の加入を応募後にされる場合はその旨を 

応募用紙に明記ください。 

●発電機の利用は可能です。なお、貸し出しは行っておりません。 

●露天商の営業許可にてカレーの提供はできません。さらにソフトドリンクは缶のままの提供のみでコップに 

注ぐなどの販売は許可されていません。 

●各店より出たゴミは持ち帰りいただきますようお願いします。 

●御殿場は湿度が高く開催期間中は温度・湿度ともに高いことが予想されます。パンやお菓子など 

保管状況には十分注意してください。 

●移動販売可能です。移動販売をされる場合は事前にお知らせのうえ、形態等の確認を担当者としてください。 

●酒類の販売は、御殿場中央公園の規則により許可されていません。酒類の販売は、御殿場中央公園の規則により許可されていません。酒類の販売は、御殿場中央公園の規則により許可されていません。酒類の販売は、御殿場中央公園の規則により許可されていません。 
 

【参考資料】御殿場保険所においての飲食店営業（露店）で提供できる食品の例示 

※下記の例示は、露天商の営業についての許可に関するものです。その他の営業（仕出しや菓子製造業）で許可を取る場合は 

各自で保健所にお問い合わせください。  

 

焼とり  きりたんぽ  五平餅  フライの類  

じゃがバター ホットドッグ たこ焼き  アメリカンドッグ 

おでん  お好み焼き  フランクフルトソーセージ 

焼きそば  揚げ魚肉練製品 焼饅頭  中華そば類  

ミニカステラ スピン  きんつば  揚げあられ  

たい焼き  今川焼き  クレープ  イカ焼き 

酒類（ビールサーバーによる提供を含む）（ごてんばアート・クラフトフェアでは酒類の販売はできません） 

 

かき氷 

  氷雪製造業で製造し、容器包装に入れられた氷に限る 

  氷雪の保管は容器包装の基準に適合する容器に限る 

 

●生食用食品は提供できません 

   例）生食用鮮魚介類、生寿司、食肉の刺身 等 

●米飯については販売のみとする 

   弁当類の調製できない 

   仕出し屋等の固定店舗で調製したものの販売に限る 

●調理・洗浄の使用水は飲用適のものに限る 

   使用水の保管は容器包装の基準に適合する容器に限る 

 

■ 営業許可が不必要な食品 

甘酒  焼いも  焼きとうもろこし ゆで栗 

  甘栗  炒り豆  ポップコーン 爆弾あられ 

  飴細工  りんご飴  べっこう飴  いちご飴 

  ニッキ  ほおずき  チョコバナナ 七味唐辛子 

  ハッカパイプ 

参考 御殿場保健所 
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■その他のその他のその他のその他のお問い合わせお問い合わせお問い合わせお問い合わせ 

 

出展に関するお問い合わせは、「出展応募について」にある各部門担当者にお願いいたします。 

その他のお問い合わせは以下までご連絡ください。 

 

内容内容内容内容    
担当者名 

フリガナ 
電話 メールアドレス 対応可能時間 

出展料など出展料など出展料など出展料など    

料金に関すること料金に関すること料金に関すること料金に関すること    

石井 直樹 

イシイ ナオキ 
 info2@g-kuranosuke.jp  

その他その他その他その他    
長尾 隆行 

ナガオ タカユキ 
0550-70-6660 info@g-kuranosuke.jp 17：00～20：00 

 

○ ご了承ください ○ 

アート・クラフトフェア実行委員は、全員ボランティアのため日中はフルタイムで働いております。そのためお電話での対応は対応可能時間を指定させていただきました。 

お電話はなるべくこの時間帯にお願いします。メールでのお問い合わせもお返事にお時間をいただく場合もございます。なにとぞご理解ご協力をお願いいたします。 

 

■会場案内図 

 

 


