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イベント実施概要 

２. 開催概要 

（１）名  称：スモールメイカーズショーinすみだ  
 
（２）開催日時： 平成２５年８月８日（木）      １０：００―１７：００ 

          平成２５年８月９日（金）      １０：００―１６：００ 
 
           設営： 平成２５年８月７日（水）   

               出展者搬入・設営     １５：００―２０：００ 

               平成２５年８月８日（木）    
                出展者搬入・設営     ８：００―１０：００ 
            撤去： 平成２５年８月９日（金）  
                 出展者撤去・搬出     １６：００―１８：００ 
 
 
（３）会  場：両国国技館    東京都墨田区横網１−３−28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）入 場 料：無料 
 
（５）主  催：スモール メイカーズ ショーinすみだ実行委員会 

 
（６）後  援：墨田区 
 
（７）来場者数見込： 15,000名(2日間合計） ※過去の類似イベントより概算見込みを算出しています。 

◆ＪＲ総武線各駅停車 

 

両国駅西口下車徒歩２分 

 

 

◆都営地下鉄大江戸線 

 

都営両国駅Ａ３出口下車徒歩５分 

 

 

 

1.「スモールメイカーズショー in すみだ」 
  
スモールメイカーズがつながり、 
ビックなパワーを生み出す新イベント。 
 
柔軟性と創造力を持って、 
時代を切り開いていくスモールメイカーズのためのイベントです。 
販路開拓、PR、企業間交流などビジネスチャンスの場をご提供。 
「ものづくり」に関する多彩なプログラムで一般客を動員し、 
展示即売市としても大いに魅力あるイベントをめざします。 
 
〈ステージは東京すみだ、両国国技館〉 
東京スカイツリーのお膝元である墨田区は繊維、革、石鹸、金属、紙、プラスチック、硝子、伝統工芸などあらゆ
る種類の町工場や工房が集積する、ちょっとユニークなエリア。全国からスモールメイカーズが集まる舞台にふさ
わしい、歴史あるものづくりのまちです。 
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   スモールメイカーズショーinすみだ プログラム概要 
 

         

 出展ブースの他、楽しいプログラムをたくさんご用意しております。 

 

 
８月８日（木） 
 

 ○ファッションショー                                                                       
  ・午前実施 
  ・墨田区で生まれた製品を主体としたファッションショー 
    墨田区内の産業の配財（廃材）を利用した万華鏡投影プログラムとのコ   
      ラボレーション 
 

 ○シンポジウム                                 
  ・午後実施 
  ・日本経済に関する講演会 
  ・「ものづくり」に関するパネルディスカッション 

 

 

８月９日（金） 
 

 ○全日本製造業コマ大戦                                                                         
  ・午後実施 
  ・各企業の「ものづくり」技術を結集させたコマをトーナメント方式で 
   対戦させる大会 

    

 
２日間の開催 
 ○工場見学ツアー（スミファ）                                                               
  ・「すみだファクトリーめぐり」略して、スミファ。 
  ・普段見ることのできない「製品の生産過程」などをバスにより見学 
 
 

※ 大懇親会 
   全日程終了後（８月９日の夜）、近隣別会場において大懇親会（会費制） 
   を行います。全国の皆様と交流を図ることができます。 
 
 
 
     開催プログラムは予定であり、変更となる場合があります。 
  詳細は順次イベントHPhttp://smallmakersshow.web.fc2.com/index.html 
  にUPされる予定です。 

http://smallmakersshow.web.fc2.com/index.html
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小間の大きさ 

出展ブースサイズ(標準）     
      Ｗ1980×Ｄ1485 
   

プレミアムブースサイズ （通常ブースの約4倍）    
      Ｗ4455×Ｄ2515 

1. 標準設置備品 
①バックパネル・サイドパネル 1式 ※サイズは上記出展ブース（標準）イメージ参照   
②社名板印字済(正面）1枚 ※黒文字ゴシック体で統一させていただきます。            
             ※会社ロゴは使用できません。 
③テーブル 1台  Ｗ1800×Ｄ450×Ｈ700  
④椅子 2脚 
 
2. 電源 
・ブース内に雑電源（0.3KWパソコン等使用できる程度）は事務局で配線しますが、 
 それ以外で（機械設備等）電源が必要な場合は後頁の追加備品申込書で事務局まで申請く 
 ださい。 （1回路1.5KW 9500円） 

全体打合せ 
   

出展ブースイメージ（標準） ※図は角コマです。 
   

プレミアムブース １０コマ 

出展ブース（標準） 180コマ 

プレミアムブース特典     
  ガイドブック（出展者・関係者用） 
  広告ページ1ページ（A4）掲載 
   

ステージ 

※出展金額詳細はＰ6をご参照ください。 

株 式 会 社 
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出展者規約について 

・ スモール メイカーズ ショー inすみだの開催主旨及び目的に合致した内容での展開をお願いいたし
ます。 
 主催者が、開催主旨に添わないと判断したものは、展開内容の変更、出展物の撤去等を求める事があり 
 ます。 
・各自ブース内での販売物は、申込時申込書に主商品価格等をご明記ください。 
 ただし調理を伴う飲食物の販売、試食、試飲はできません。パッケージされた食品等の販売のみ許可 
 されています。また販売内容によっては、関係機関等への届け出が必要となる場合があります。 
 販売に際し、金品の授受に関する管理・責任は各ブースにてお願いいたします。販売に関するトラブル 
 に対し、主催者、共催者、後援者、事務局は責任を負いません。 
 
 
 
・事務局では、スタッフを配置するなど、会場の保全・管理に最善の注意を払いますが、出品物の保護に 
 ついては出展者自身で行ってください。また、盗難・紛失・損傷等の事故やあらゆる原因から生じる損 
 失または損害について主催者、共催者、後援者、事務局は責任を負いませんのでご了承下さい。 
・出展者は、自己またはその代理人の不注意等によって生じた会場設備、展示会の建造物、人身等に対す 
 る損害を賠償していただきます。特に搬入出時の作業にはご注意いただきます様お願いいたします。 
・出展者は搬入日、開催日、搬出時を通じ、必ず各自の小間内に常駐し、来場者の対応、出展物の管理、 
 防火・防災に努めてください。 
 
 
 
・東京都火災予防条例により、会場内において、下記の行為は禁止されています。 
  A：喫煙／小間内の喫煙は全面禁止とします。 
  B：裸火の使用／裸火とは、電熱器、コンロ、電気ストーブ、アルコールランプ等のことで、火花・炎   
   を発生させる装置または、発熱部が露出したものを指します。 
  C:危険物の持ち込み／可燃性ガス（石油液化ガス、アセチレン、水素等の一般高圧ガス）・危険物   
   （ガソリン、灯油、重油、動植物性油等）・危険物品（準危険物、火薬類、大量のマッチ・ローソ 
    ク等）・悪臭や多量の煙を発生する機器・装置の持ち込み 
  D：通路・非常口・屋内消火栓および消火器の使用に障害となる付近に物を置くこと。 
  E；装飾は防炎処理の素材を使用すること。天井構造は禁止。 
 
 
 
 
・出展者の昼食等の食事（弁当）の手配は事務局では行いません。 
・ホール内は禁煙です。館外の喫煙所をご利用ください。 
 
 
 
・壁面パネルには、直接釘や画鋲・ピン等を打つことはできません。ポスターや説明パネルを取り付ける  
 際は、Ｓ管・チェーンもしくは専用のマジックテープを事務局にて貸し出しいたします。設営時に現場  
 スタッフにお申し出下さい。撤去時に出展者の責任において必ず現状回復・返却をお願いいたしま  
 す。 
・小間（ブース）の敷地より外の通路に装飾や展示物は設置できません。 
・持ち込みの展示物、装飾物、パンフレット、カタログなどの残材は必ずお持ち帰りください。 

1. 出展内容 
 
 
 
 

 
 

 
 

2. 物品の管理と免責 
 
 
 
 
 
 
 

3. 禁止行為 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 食事・喫煙 
 
 
 

5. 展示装飾 
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8 :00 9 :00 10 :00 11 :00 12 :00 13 :00 14 :00 15 :00 16 :00 17 :00 18 :00 19 :00 20 :00 21 :00 

8/7(水） 
9：00～21：00 

8/9（金） 
9：00～21：00 

設営・撤去作業関連 

出展者設営作業 

事務局設営 ステージﾘﾊｰｻﾙ（事務局） 

15：00～ 
搬入 

20：00 
退館 

出展者 
設営作業 

本番 

●10：00開場 

出展者 
撤去作業 

事務局撤去 

①手運びでの搬入出 
 
 
 
②車両での搬入出 
 
 
 
 
  
 
③宅急便での搬入出 

・上記「出展者作業」時間帯であれば自由に行えます。 
・周辺の道路は駐車禁止区域になりますので、ご注意ください。 
・手運びであれば、通常の入退場動線でかまいません。 
 
・事前に事務局への届出が必要ですので、後頁の申請書で事務局まで  
 申請ください。搬入時間を指定いたします。（８月７日のみ搬入可能） 
・車両証がないと搬入出口へは入れませんのでフロントガラスから見え 
 るところに掲示して進入ください。 
・台車が必要な場合は各自でご用意ください。 
・車両の止め置きは一切できません。周辺駐車場をお使いください。 
 

・会場内に入るには識別章として「出展者証」が必要となります。 
・必要な枚数を、後頁の申請書で事務局まで申請ください。（8/7～8/9とも共通で使用可能） 

搬入 
8月7日(水)15：00～20：00 内の時間を指定。 
■ご本人が自社ブース内で受け取って下さい。 
※上記以外の時間は受け取ることができませんのでご注意下さい。 
■宅配便にて搬入される場合は、時間指定をし、 
 下記に従い間違いなくご本人が受け取れるようにして下さい。 

時間指定：8月7日(水)15：00〜20：00 
送付先 ：〒135-0063 東京都墨田区横網１−３−28  

        両国国技館  
     スモール メイカーズ ショー inすみだ       
         株式会社○○○○   担当者○○○○ 
ＴＥＬ ：携帯番号 

■未着等の事故については、事務局では一切責任を負えません。 
 発送伝票などを必ず持参し、連絡確認がとれる体制をとっておいて下さい。 

本人がいる時間を指定 

本人の携帯電話番号を記入 

搬出 
・本番終了16：30からメインステージ受付にて宅急便集荷所を設置します。 
・お荷物の発送をされる方は宅配便集荷所までお荷物を梱包した状態でお持ちください。 
・宅急便業者の指定はできません。着払いのみの受付となります。 
   
  集荷日時／8月9日（金）16：30～18：00 
  発送伝票／着払い伝票を集荷所でご用意しています。 

8/8（木） 
8：00～20：00 本番 

ステージﾘﾊｰｻﾙ
（事務局） 

●10：00開場 
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出展申込書 

■出展ブース 

年  月  日  

提出期限 6月15日（土） ※先着順につき、期限前に締切の可能性があります。 

提出先 スモールメイカーズショーinすみだ実行委員会事務局 MDファクトリーHS㈱内 川端政子 

Ｅ－mail small.makers.show@gmail.com    
※E-mailの場合はPDF等にて、ご提出お願いします極力、E-mailで申込みをお願いします。 

FAX 03-6682-7721 TEL 03-6682-7627 

申込ブース コマ数 料金 

□ 出展者ﾌﾞｰｽ 

□ ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾌﾞｰｽ １コマ ￥250,000 

￥70,000×  コマ 

＝     円   コマ 

■搬入・搬出車両 

  有り・無し   車種                  車高  .  ｍ                

■出展者情報 

■出展者証                  枚               

出展者名 

担当部課 
グループの場合は、担当者所属 担当者名 

住所 〒 

TEL FAX 

E-mail 

業種 
※グループ出展の場合は、出展企業、企画名をすべてお書きください。 

※墨田区内の企業様は別途、優待プラン（一定の条件有）がありますので、お申し込み時にご一報ください。 

※物販をご希望の方はＰ7 物販申し込み書に ご記入の上ご提出願います。 調理を伴う飲食物の販売はできません。 

※お申し込み後 1週間以内にE-mail等で受付完了のご連絡をさせていただきます。1週間たっても連絡がない場合は 

 ご一報ください。返信メールの送付をもちまして正式な受付完了とさせていただきます。締切間際の申し込みにつきましては 

 先着順につき、定員に達していた場合は、お申込みをお受けできない場合がございます 

※お支払はお申し込み後、ご請求書を送付させていただきますので6月28日（金）までに指定口座へお振込みいただきますよう 

よろしくお願いします。 

mailto:small.makers.show@gmail.com
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出展申込書2（物販申込書） 

■主要販売リスト（調理を伴う飲食物の販売、試食、試飲はできません。食品の場合は食品欄にチェックを入れて

ください。食品の販売には別途保健所等への届け出が必要な場合があります。また食中毒等が発生した場合、主催者側は
一切の責任をおいません。） 

年  月  日  
■出展者情報 

出展者名 

担当部課 
グループの場合は、担当者所属 担当者名 

住所 〒 

TEL FAX 

E-mail 

業種 

出展内容 

提出期限 6月15日（土） 

提出先 スモールメイカーズショーinすみだ実行委員会事務局 MDファクトリーHS㈱内 川端政子 

Ｅ－mail small.makers.show@gmail.com    
※mailの場合はPDF等にて、ご提出お願いします、E-mailで申込みをお願いします。 

FAX 03-6682-7721 TEL 03-6682-7627 

商品名 単価  商品概要     食品   

mailto:small.makers.show@gmail.com
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年  月  日  

出展者名 

担当部課  印   

TEL 

E-mail 

担当者名 

FAX 

追加備品申込書 

品名 備考 数量 単価（税込） 金額（税込） 

① 折畳み椅子   脚 ¥1,000 

② 椅子    脚 ¥3,000 

③ ベンチ 脚 ¥3,500 

④ パイプベンチ 脚 ¥7,000 

⑤ カウンターチェア ＳＨ       脚 ¥3,000 

⑥ 足折テーブル 台 ¥4,000 

⑦ 会議テーブル 台 ¥13,000 

⑧ テーブルクロス 台 ¥1,300 

⑨ 丸テーブル φ 台 ¥5,000 

⑩ カフェセット セット ¥18,000 

⑪ 
40型モニター             

（自立スタンド付き） 
台 

¥52,000 
 

⑫ ホワイトボード 台 ¥11,000 

⑬ 演台（小） 台 ¥22,000 

⑭ 電気工事費（1回路） 回路 ¥9,500 

⑮ イーゼル 台 ¥7,000 

⑯ サインスタンド 台 ¥3,000 

⑰ カタログスタンド Ａ・Ｂ・Ｃ 台 ¥6,000 
 
 

⑱ アームスポット1灯 灯 ¥3,500 

提出期限 6月15日（土） 

提出先 スモールメイカーズショーinすみだ実行委員会事務局 MDファクトリーHS㈱内 川端政子 

Ｅ－mail small.makers.show@gmail.com    
※mailの場合はPDF等にて、ご提出お願いします極力、E-mailで申込みをお願いします。 

FAX 03-6682-7721 TEL 03-6682-7627 

mailto:small.makers.show@gmail.com
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追加備品一覧（参照）① 

・①折畳み椅子
W420/D5450/H430    

・②椅子W460/D520/H430    

・⑥足折テーブル
W1800/D600/H700    

・⑦会議テーブル
1800/D600/H700    

・⑧テーブルクロス    

・⑨丸テーブルH600 φ600・750・900    

¥1,000 
¥3,000 

¥4,000 ¥14,000 ¥1,300 

¥5,000 

※表示単価は会期中2日間リースの税込単価です。  

・③ベンチW1800/D310/H380    

¥3,500 

・④パイプベンチ
W1800/D310/H420、510、600    

¥7,000 

¥4,000 

・⑤カウンターチェア
W360/D440    

・⑩カフェセット 
チェア×4   φ600 テーブル×1   

¥18,000 
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追加備品一覧（参照）② 

・⑮イーゼルW1800/D600/H700    ・⑯サインスタンド250角H900～1800    ・⑰カタログスタンド   

¥7,000 ¥3,000 

A4・6段 A4・12段 

¥6,000 

B4・12段 

※表示単価は会期中2日間リースの税込単価です。  

パネル取付方法/ 

両面テープ貼り    

取付面150角 

角度自在 

A 

B C 

・⑪40型モニター（自立スタンド付き）    

¥52,000 

・⑫ホワイトボード    

¥11,000 

・⑬演台（小）    

¥22,000 

・⑱アームスポット    

¥3,500 



■お問合せ先 

スモールメイカーズショーinすみだ実行委員会 
※なるべくメールにてお問合せいただきますよう  
ご協力をお願いいたします。 

Email small.makers.show@gmail.com 
TEL 03-6682-7627 FAX 03-6682-7721 
〒130-0015 
東京都墨田区横網1-6-1  国際ファションセンタービル10F  
KFCクリエイティブスタジオNO1 

                 

      

mailto:small.makers.show@gmail.com

