ご自身の作品発表やビジネス提案が行える

ＤＩＹアドバイザー出展のご案内
JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2016では、DIYアドバイザーの皆様に限定した出展プランとして、
本年も「DIYアドバイザー出展」を募集（先着制）いたします。
本ショウを通じて新しいマーケットにチャレンジしたい、広くDIYの啓発を行っていきたい方にとって出展し
やすいリーズナブルな料金体系となっております。また、実演や販売も可能となっておりますので、この機
会に是非ご出展ください！
会場/幕張メッセ国際展示場 5・6・7・8番ホール（予定）

主催/一般社団法人 日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会

ご自身の作品発表やビジネス提案が行える

「DIYアドバイザー出展」のご案内
開催概要
【名

称】

【開催日程】

ＪＡＰＡＮ ＤＩＹ ＨＯＭＥＣＥＮＴＥＲ ＳＨＯＷ 2016
2016年8月25日（木）・26日（金） バイヤーズ・デー（商談日）
8月26日（金）・27日（土） 一般PR・デー（一般公開日）

【開催時間】

午前9時30分～午後5時00分 ※但し、最終日27日（土）は午後4時00分まで

【会

幕張メッセ国際展示場 5・6・7・8番ホール（予定）

場】

〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1
【主

催】

一般社団法人 日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会 (略称：日本ＤＩＹ協会）

【後

援】

経済産業省、林野庁、千葉県、千葉市、日本貿易振興機構（ジェトロ）、
IHA（国際ハードウェア・ハウスウェア産業団体連合会） 以上予定

【協

力】

三条市、三条商工会議所、三木市、三木商工会議所、小野市、小野商工会議所、在日各国大使館 以上予定

【協

賛】

(一社)日本ホビー協会、(公社)日本家庭園芸普及協会、(一社)日本建材・住宅設備産業協会、
(一社)新日本スーパーマーケット協会、(一社)ペットフード協会 以上予定

【入 場 料 】

一般500円（税込） ※但し、Web事前登録者、中学生以下は無料（７月上旬より登録開始）

出展条件
● DIYアドバイザー出展は、一般社団法人 日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会が認定する 「DIYアドバイザー」
の資格を有する方のみが出展することができます。
● 手作り作品の発表やDIYに関する商品提案を目的とした出展を原則といたします。
● 株式会社、有限会社等の法人格での出展はできません。
● 実演（ワークショップ）や作品（組立キット等を含む）の販売を行うことができます。
※ 仕入商品の販売、生鮮食品の販売を目的とした出展は禁止とさせていただきます。
● 申込小間数の上限は3小間までとさせていただきます。
● グ ル ー プ で の 出 展 が 可 能 で す 。 （グループ出展の場合、構成メンバーによる複数の申込はできません。）
※ 代表者（DIYアドバイザー）の方による出展申込が必要となります。
● 本プランは、日本国内に在住の方を対象としておりますので、海外の方は出展できません。
● 主催者は出展の申込後に、出展内容の確認をさせていただきます。
※ 本ショウの趣旨に沿うものでは無いと判断した場合、出展をお断りする場合があります。予めご承知ください。

小間仕様／出展料金
●1小間のサイズ

間口（W)1,980mm× 奥行（D)1,980ｍｍ× 高さ（H)1,500ｍｍ（床面はコンクリート）
※ 原則として隣接小間の仕切り壁はございません。

● 標準付帯設備

テーブル（W1,500mm）１台、イス ２脚 （出展申込書にご記入下さい）

【平面図】
バックパネル H1500

※社名板、電気配線、その他備品は別途有料となりますので、
指定の用紙（出展者説明会時に配布）にてお申込ください。

●出展料金

1小間料金

10,800円（消費税込）

※申込小間数の上限は3小間までとさせていただきます。
※グループ出展の場合、構成メンバーによる複数の申込はできません。
※出展場所は主催者により決定させていただきますので、出展場所の指定・選択はできません。
※申込締切前でも予定小間数に達した時点で締め切らせていただきます。

イス

イス

テーブル W1500

●申込期限

2016年5月13日（金）
W1980×D1980

出展の申込方法／出展までのスケジュール

出展の
申込

出展内容
の確認

小間料金
お支払い

出展申込書に必要事項をご記入の上、出展促進事務局まで、FAXにてお申込下さい。
※ 出展促進事務局 FAX番号：03-3263-6333
※ 出展申込期限

2016年5月13日（金）

出展申込書を受領した後に、主催者側にて出展内容の確認をさせていただきます。
※ 本ショウの趣旨に沿わないと判断した場合には出展をお断りする場合もございますので、予めご承知ください。

出展を申込された方には後日、小間料金のご請求書を送付させていただきますので、
支払期限までに指定の口座へお振込みください。
※ お支払い期限：2016年5月27日（金）
＜振込口座＞
みずほ銀行
神田駅前支店（普通預金）1857367 一般社団法人 日本DIY協会 ｼｬ)ﾆﾎﾝﾃﾞｨｱｲﾜｲｷｮｳｶｲ
三井住友銀行
神田駅前支店（普通預金）1362996 一般社団法人 日本DIY協会 ｼｬ)ﾆﾎﾝﾃﾞｨｱｲﾜｲｷｮｳｶｲ
三菱東京UFJ銀行 神田駅前支店（普通預金）1162974 一般社団法人 日本DIY協会 ｼｬ)ﾆﾎﾝﾃﾞｨｱｲﾜｲｷｮｳｶｲ

※ 振込手数料はご負担下さい。
※ 支払期限までにご入金が確認できない場合、申込を取り消すことがあります。
＜出展のキャンセルについて＞
原則としてお申込後のキャンセルはできません。
キャンセルの場合には、出展料全額をキャンセル料としてご請求いたします。
＜開催規定の変更＞
主催者は天災その他不可抗力の原因により会期を変更し､また開催を中止することがあります。主催者は､これによって生じた
出展者その他の損害を補償しません。但し､展示会の開催を事前に中止決定したときは､既納料金の全部または一部を返金い
たします。主催者はやむを得ない事情があるときは､会期その他この規定の一部を変更することがあります。

出展者
説明会

申請書類
ご提出

開催日：2016年7月 予定 ※ 出展者の皆様には追ってご連絡いたします。
出展の手引き及び出展に伴う諸注意事項のご説明と各種申請書類をお渡しいたします。

出展者説明会の際に配布する各種申請書類を、申込期限までにご提出ください。
申請期限：2016年7月下旬

2016年8月23日（火）、24日（水）

搬入日

この2日間で出展の準備（搬入・設営）を行っていただきます。

2016年8月25日（木）～27日（土）

ショウ本番

開催時間： 午前9時30分～午後5時00分
※但し、最終日27日（土）は午後4時00分まで

25日（木）、26日（金） バイヤーズ・デー（商談日）
26日（金）、27日（土） 一般ＰＲ・デー（一般公開日）
※ 27日の会期終了後、撤去・搬出となります。

お申込、お問合せ先

ＪＡＰＡＮ ＤＩＹ ＨＯＭＥＣＥＮＴＥＲ ＳＨＯＷ 2016 出展促進事務局
〒102-0083 東京都千代田区麹町4-3-3 新麹町ビル

日本ＤＩＹ協会ホームページ

株式会社日広通信社 内 ＴＥＬ:03-3263-6596 ＦＡＸ：03-3263-6333

担当

石井・土屋

http://www.diy.or.jp

ＪＡＰＡＮ ＤＩＹ ＨＯＭＥＣＥＮＴＥＲ ＳＨＯＷ 2016
DIYアドバイザー出展 申込書
本申込書原稿につきましては、8月25日から開催されるJAPAN DIY HOMECENTER SHOW の配布物に記載致しますので、ボールペン等で必ず楷書でハッキリとご記入ください。
出展者名簿原稿等に記入なき場合、その部分は掲載されません。一般社団法人日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会（略称：日本DIY協会）は、個人情報保護に関する法令およびその他の規範を
遵守し、収集した下記の個人情報は、当協会の主催する JAPAN DIY HOMECENTER SHOW の運営及び、配布物用原稿にのみ使用いたします。

出展者名原稿

申込期限 2016年5月13日（金）

（本展示会に関する情報記入欄）

フリガナ

出展名称
※ 本展示会内における運営、配布物に記載される内容となりますので、屋号、団体名、個人名などをご記入ください。
フリガナ

〒

住所

TEL

FAX
http://

ホームページ
メールアドレス
フリガナ

DIYアドバイザー 登録No.

代表者氏名

登録番号（No.

）

※ DIYアドバイザー登録No. は必ずご記入ください。

標準付帯設備

（必要なものにチェックを入れてください）

□ テーブル（W1,500）×1台

□ イス×２脚

主な出展内容を６０文字以内でご記入ください。

ご希望の小間数と、それに準ずる金額をお書き下さい。
申込小間数

小間

× １0,800円 ＝
（消費税込）

※
※
※
※
※
※
※
※

振
込
口
座

円
（消費税込）

DIYアドバイザーの方以外は、出展することができません。
申込小間数の上限は3小間までとさせていただきます。
グループ出展の場合、構成メンバーによる複数の申込はできません。
出展場所は主催者により決定させていただきますので、出展場所の指定・選択はできません。
申込締切前でも予定小間数に達した時点で締め切りとさせていただきます。
本プランは、日本国内に在住の方を対象としておりますので、海外の方は出展できません。
申込み内容の確認で、本ショウの趣旨に沿うものでは無いと判断した場合には、出展をお断りする場合があります。
原則としてお申込み後のキャンセルはできません。キャンセルの場合には、出展料全額をキャンセル料として請求いたします。

みずほ銀行

神田駅前支店（普通預金）1857367 一般社団法人 日本DIY協会 ｼｬ)ﾆﾎﾝﾃﾞｨｱｲﾜｲｷｮｳｶｲ

三井住友銀行

神田駅前支店（普通預金）1362996 一般社団法人 日本DIY協会 ｼｬ)ﾆﾎﾝﾃﾞｨｱｲﾜｲｷｮｳｶｲ

三菱東京UFJ銀行 神田駅前支店（普通預金）1162974 一般社団法人 日本DIY協会 ｼｬ)ﾆﾎﾝﾃﾞｨｱｲﾜｲｷｮｳｶｲ
※ 2016年5月27日（金）までに上記口座へお振込下さい。振込手数料はご負担下さい。

※ 上記に必要事項をご記入の上、出展促進事務局までFAXにてお申込みください。なお、原本は出展者様控えとして大切に保管して下さい。

ＪＡＰＡＮ ＤＩＹ ＨＯＭＥＣＥＮＴＥＲ ＳＨＯＷ 2016 出展促進事務局
〒102-0083 東京都千代田区麹町4-3-3 新麹町ビル
株式会社日広通信社 内 ＴＥＬ:03-3263-6596 ＦＡＸ：03-3263-6333

担当 石井・土屋

