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TANOKURA100 人展  TOCHIGI vol.20 -PREMIUM-出展のご案内 

 

この度は、TANOKURA100 人展  TOCHIGI vol.20 にご応募いただき、誠にありがとうござ

います。出展に関する案内事項を以下の通りご連絡いたしますのでご確認お願いいたします。 

 

日時 2020 年 4 月 19 日（日） 10：00～17：00 雨天決行 

場所    道の駅うつのみや ろまんちっく村 

〒321-2118 栃木県宇都宮市新里町丙 254 番地 

 

 

「出展者専用ページ」TANOKURA100 人展  TOCHIGI vol.20 -PREMIUM- URL 

https://tano-kura.net/event/tanokura100/tanokura100tochigi20_01/ 

 

 

以下の内容をご確認ください 

① 出展料について 

出展料等のお振込は、2020 年 2 月 20 日（木） までにお願いいたします。  

振込期限を過ぎてもお振込が確認できない場合は、キャンセル扱いとさせていただきますので 

十分ご注意ください。どうしてもお振込が遅れてしまう場合は必ずシーダーズ大房までご連絡

ください。 （メール送信先: oofusa@seeders.co.jp シーダーズ 大房宛 ）  

・お振込後に出展者さまの都合で出展キャンセルされる場合は、出展料はご返金できませんの  

ご了承ください。  

お振込み金額はお間違いないようにお願いいたします。 

【お振込先】   

ゆうちょ銀行 〇七八（ｾﾞﾛﾅﾅﾊﾁ）支店 普通 ２４１７８１５ カ）シーダーズ  

ぱるる      記号１０７５０  番号２４１７８１５１  株式会社 Seeders   

 

 出展料  8,000 円  

お申し込みしていただいた什器に変更がある場合は、ご連絡ください。 

・什器レンタルの追加・変更は、koduka@seeders.co.jp までメールでご連絡ください。  

追加や変更の締切りは 2 月 20 日（木）とさせていただきます。 
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② 搬入出時間および搬入出ルート 

屋内のみ前日搬入が可能です。 前日搬入時間は 16：00～18：00 

前日搬入の際は、16 時になりましたらローズハット裏の駐車場に搬入してください。 

必ずスタッフの誘導に従ってください。 

16 時前に駐車場で待機をされると、近隣住民の方々や一般のご来場者様のご迷惑になります。 

16 時前に駐車場で待機されている方は列の最後尾へご誘導致します。 

ご協力お願い致します。 

 

当日搬入時間は 7：00～9：00 

搬入出ルートは web TANOKURA 「出展者専用ページ TANOKURA100 人展  TOCHIGI 

vol.20 -PREMIUM-」に、確定次第掲載いたしますので、出展前に必ず 

ご確認ください。 

 

③ 出展者駐車場 

web TANOKURA 「出展者専用ページ TANOKURA100 人展  TOCHIGI vol.20 

-PREMIUM-」に、確定次第掲載いたしますので、出展前に必ずご確認ください。 

駐車許可証（PDF ファイル）は同ページからダウンロード・印刷し、ブースエリア・ブース番

号および出展者名を記入し、搬入時からダッシュボードに掲示ください。 

駐車スペースが限られておりますので極力１ブース１台でご来場ください。 

 

④ ブースマップ 

ブースマップは、3 月上旬に web TANOKURA 「出展者専用ページ TANOKURA100 人展  

TOCHIGI vol.20 -PREMIUM-」に掲載いたしますので、出展前に必ずご確認ください。 

 

⑤ 飲食物を販売される方へ 

・貴店または移動販売車を管轄する保健所の営業許可証のコピーをご提出ください。 

・火器類をご使用の方は、規約内の「飲食で出展される方へ」の中にある「催事における火器取り

扱い」をご一読ください。 

どちらの書類も、郵送またはメール添付にて下記まで送付をお願いいたします。 

以前出展時に提出したことがある方も、再度提出をお願いいたします。提出されない方は 

出展をお断りする場合があります。 

提出期限：2 月 20 日（木） 

《提出先》 

〒321-0942 栃木県宇都宮市峰 4-20-2-A004 ㈱Seeders 狐塚宛 

  E-Mail： koduka@seeders.co.jp 
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・web TANOKURA 「出展者専用ページ TANOKURA100 人展  TOCHIGI vol.20 -PREMIUM-」

ページに掲載されている「食品催事に関する注意事項」を必ずご一読ください。 

・会場にビール工場があるため、ビールの販売はできませんのでご了承ください。 

・消防署からの指導により、火器および発電機を使用する方は消火器をご持参ください。 

 

⑥ 告知用フライヤー 

開催告知フライヤーの発送は 2 月末を予定しております。 

お手元に届きましたらお知り合いに配布したり、近隣の店舗に設置いただいたりなどして、 

宣伝活動にお役立てください。 

フライヤーの設置や配布する際には 100 人展ブログやご自身の SNS 等に掲載してください。

Seeders の SNS でシェアいたします。 

 

⑦ 【重要】100 人展ブログおよび 100 人展 Facebook への記事投稿のお願い 

TANOKURA 100 人展にご出展の皆さまへブログ投稿の方法をご案内いたします。

「TANOKURA 100 人展」https://bonmarche100.theblog.me/を TANOKURA 100 人展のブロ

グとして運用してまいります。今後はこちらのサイトを作家紹介やフライヤー設置の案内、 

作品紹介などにぜひご活用ください。 

※スマートフォンや ipad から投稿される方は、AmebaOwnd(アメーバオウンド)のアプリをダ

ウンロードしてください。 

※PC から投稿される方は、インターネットで AmebaOwnd(アメーバオウンド)を検索してくだ

さい。 

弊社運営の「TANOKURA100 人展ブログ」または「TANOKURA100 人展 Facebook ページ」 

出展者様の自己紹介や出展作品に関する記事を書いて、積極的に宣伝活動をお願いいたします。 

 

＜TANOKURA100 人展ブログの場合＞ 

ブログ URL： https://bonmarche100.theblog.me/ 

ID bonmarche-tochigi   パスワード fragaria 

 

＊どなたでも記事を投稿できます。投稿方法は下記のサイトからご確認お願い致します。 

https://ameblo.jp/bonmarche100/entry-12443626334.html 

 

＜TANOKURA100 人展 Facebook の場合＞ 

Facebook  https://www.facebook.com/tanokura100/ 

＊Facebook アカウントをお持ちの方のみ投稿できます。 

https://ameblo.jp/bonmarche100/entry-12443626334.html
https://www.facebook.com/tanokura100/
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アカウントをお持ちでない方で投稿を希望する方は、最初にアカウント登録が必要です。 

＊投稿を希望する方は、投稿者登録が必要なため、Facebook のメッセンジャーで、「狐塚
こ づ か

美奈
み な

」

https://www.facebook.com/minakocamera 宛に、投稿希望の旨ご連絡ください。その際、

「TANOKURA100 人展に出展する○○（出展ショップ名）です。登録お願いします。」と記入

ください。狐塚と友だち申請が済んでいない方は、同時に必ず友だち申請もお願いいたします。 

＊投稿者登録が完了しましたら、メッセンジャーでその旨ご連絡します。その後 

は TANOKURA100 人展の Facebook ページでご自由に記事を投稿ください。  

 

＜注意事項＞ 

・記事の投稿は、ブログの場合は、イベント終了後１週間程度、Facebook の場合は投稿者登録完了

の連絡後～イベント終了後１週間程度、可能となります。 

・Facebook の投稿をご希望の方は、4 月 10 日（金）までに申請をお願い致します。 

・ブログの投稿に関するご相談は 4 月 10 日（金）までとさせていただきます。イベント直近での

お問い合わせはご対応が難しいので期日までにお願いいたします。 

・おひとり最低１回は、自己紹介を兼ねて必ず記事を投稿してください。 

イベント直前は記事投稿が殺到するため、すぐに他の記事に埋もれてしまいます。できるだけ早

いうちから複数回投稿することにより宣伝効果が UP します。 

・ブログの場合は、投稿記事にご自身のブログのリンクを貼ると、ご自身のブログでより詳しい情

報を与えることができるうえ、アクセス数 UP にもつながります。 

・ご自身の Instagram に作品画像等を投稿される際は、ハッシュタグ 『#tanokura100人展』を付

けて、みんなで宣伝していきましょう！ 

皆さん一人一人のご協力が非常に大切です！ぜひご協力お願いいたします！ 

 

⑧【お願い】スタンプラリーの景品寄付にご協力お願いいたします！ 

毎回ご来場者に好評いただいております、スタンプラリーを今回も実施いたします。少しでも多

くの方にイベントを楽しんでいただけるよう、景品もたくさん用意する予定ですが、ぜひ出展者

の方にもスタンプラリー景品の寄付にご協力お願いいたします！ 

ショップカードを一緒につければ、ご自身の宣伝やブースへの誘導につながりますので、どんな

小さなものでも、もちろん１個からでかまいませんので、ぜひご協力お願いします。 

ご賛同いただける方は、当日朝 9 時 15 分までに、エリアＣのイベント本部（大テントステージ 

前）までにご持参ください。 

ローズハット内の方は 出入口付近にかごを設置いたしますので、中にお入れいただくように 

お願いいたします。また、景品は中身が分かるようなラッピングでお願いいたします。 

 

 



5 

 

 

⑧ その他諸注意とお願い 

・当日、ブース番号が記載された札が支給されますので、ブースの分かりやすい場所に掲示く

ださい。 

・首から掛けるネームカード・小銭・お買い上げ品を入れる袋などは各自準備お願いいたしま

す。 

・ワークショップで使用する工具は危険のないように管理をお願いします。また、ワークショ

ップブースでお子様だけをお預かりする場合には、保護者の連絡先電話番号を必ず聞いておい

てください。 

 

⑨ 問い合わせ先 

 

 

問い合わせ先 

株式会社 Seeders 狐塚美奈   事務所電話番号：028-660-5166 

E-mail : koduka@seeders.co.jp 

当日緊急連絡先：080-3521-6111（イベント専用携帯） 

 

 

以上 


