ルミネ北千住

6F

出展募集要項

Hale Marche / Premium edition
① 出展形態
開催場所
開催⽇

・ルミネ北千住

6F ABCマート前イベントスペース

① 2021 年 11 ⽉ 1 ⽇（⽉）〜 2021 年 11 ⽉ 24 ⽇（⽔）：24⽇間
② 2021 年 11 ⽉ 25 ⽇（⽊）〜 2021年 12 ⽉ 16 ⽇（⽊）：22⽇間
③ 2021 年 12 ⽉ 17 ⽇（⾦）〜 2022 年 1 ⽉ 10 ⽇（⽉）：25⽇間
※元旦休業・営業時間短縮・セール期間などが⼊る場合がございます。

開催時間

・ルミネ北千住の営業時間に従う

出展形式

・アクセサリー

22展

／

雑貨

3展

／

POPUP

・アクセサリー：D 60cm × W 60cｍ × H 30cm

／

2展

※作品選考制

POPUP：D 60cm × W 120cｍ × H 30cm

・雑貨：45×60cm分の納品スぺースは確保いたしますが、展開⽅法・装飾は弊社スタッフに⼀任していただきます。
商品POPや商品スタンドなどもご⽤意いただければ使⽤させていただきます。
・POPUP出展は、会期中に7⽇間以上、1⽇4〜6時間接客に⼊れる⽅がご応募できます。また会期中の売上予算 35万円以上を⽬指せる⽅を募集します。

※ブースの場所は選べません。
※展⽰に必要な装飾品・什器などもご⽤意頂きます。（任意）
ショップカードの持ち帰りが多い為ショップカード、並びにカードホルダーを必ずご⽤意ください。
出展料

・クレジット決済
①期

②期

③期

スムーズプラン

安⼼プラン

スムーズプラン

安⼼プラン

スムーズプラン

安⼼プラン

19,200円

21,200円

17,600円

19,600円

18,400円

20,400円

アクセサリー・POPUP

安⼼プラン利⽤の場合 2,000円

雑貨

※直接搬⼊出に来ていただくことが前提となります。（雑貨出展者を除く）
※直接搬⼊出に参加できない場合、作品の返送・レイアウト代として、搬⼊【1,500円】、搬出【1,500円】かかります。
また急な病気や仕事などで搬⼊出に来られなくなった場合にも⼀律【1,500円】かかります（雑貨出展者を除く）
（急なキャンセルになりますと、搬⼊出スタッフの確保が困難となるため、ご理解ご協⼒をお願い致します。）
※各プラン別にスケジュールやご準備いただくものが異なります。 詳細は『出展料⾦プラン』の資料をご確認ください。

販売⼿数料

・アクセサリー・POPUP：売上に対して40％

／

雑貨：売上に対して50％

② 選考⽅式
・ バイヤーズセレクト枠

(Hale Marcheからのお声がけ⽅式)

と⼀般募集枠（選考制）

③ 出展/応募条件
・ 2021年4⽉1⽇より法令に沿った総額表⽰に変更となります。
※財務省HPご参照：ttps://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/210107guideline_sougaku.pdf
値札は全て【税込】で表記をお願いします。
値札の表⽰（例）：商品10,000円、消費税1,000円の場合

価格帯

→

11,000円（税込）と記載すること

・2,000円〜6,000円台の商品をメインに納品できる⽅（雑貨類は1,000円〜）
※アクセサリー類：税込1,500円以下 / その他雑貨類：税込1,000円以下の商品は販売不可

初期納品

・初期納品数

追加納品

：

アクセサリー類： 75〜100点

以上

/ 雑貨類： 40〜50点

以上

・特に動きが早い会場となりますため、迅速な追加納品対応にご協⼒をお願いいたします。
下記の禁⽌事項をお守りいただけない場合はペナルティの対象となります。
※同期間中に同エリア（⾜⽴区北千住近辺）で出展されている⽅は申込みをご遠慮ください。
※商品の⼆重価格は取扱い不可
★⼆重価格とは、同じ商品なのに売る場所で価格が異なること（国内インターネット販売含む）
※⾷品・シェア出展不可

④ 販売について
・委託販売形式
・プレゼント商戦に向けたラッピングギフトBOXや特別なセット(同デザインのピアスとネックレスセット)などを
納品していただければギフトコーナーに並べさせていただきますのでぜひご⽤意ください！
ギフトBOX
コーナー

※お箱代や袋代などは商品価格に含めていただきますようお願いいたします。
また、盗難防⽌のため、透明な箱は蓋を閉じた状態で、
不透明な箱は蓋を開けた状態でOPPなどに⼊れるなど、中⾝が取り出せないようにして納品してください。
値札は取り外しがしやすいよう、外側に貼ってください。

マスク

・ハンドメイドマスク以外にも、マスクチャームやマスクポーチなど『マスクに関連する商品』を展開いたします。

コーナー

マスク関連商品をご納品いただければ、マスクコーナーに並べさせていただきますので、ぜひご⽤意ください！
・販売⽤の有料レジ袋などはこちらでご⽤意いたしますが、緩衝材などのご⽤意はございません。

梱包材

・⼤きい作品や袋が必要な商品がある場合は必ず専⽤の⼿提げ袋・包材を予備分も含めてご⽤意ください。
また、複数点お買い上げされる場合もございます、⼤きい商品が2点ほど⼊る包材もご⽤意ください。
※ご⽤意いただく袋の代⾦は商品価格に含めてくださいますよう、お願いいたします。
・在庫分の保管を希望されるご出展様は、貸出在庫保管ボックス内に収まる数量でご納品ください。
※詳細はルールブックをご確認下さい。BOXに収まりきらない在庫のお預かりはできませんのであらかじめご了承ください。

⑤ スケジュール
①開催期間

2021/11/1（⽉）〜 2022/1/10（⽉）※3会期制

②募集期間

9/6（⽉）〜10/11（⽉）まで

③出展者決定

10/13（⽔）

④出展申請書提出

10/17（⽇）

⑤搬⼊代⾏納品

午前中必着

①10/27(⽔)5F店舗

②11/17(⽔)6F催事

③12/8(⽔)6F催事

①11/1(⽉)

②11/25(⽊)

③12/17(⾦)

①11/24(⽔)

②12/16(⽊)

③2022/1/10(⽉)

⑧⽀払通知連絡

2022/1/17(⽉)

2022/2/15(⽕)

2022/3/15(⽕)

⑨売上⾦振込

2022/1/31(⽉)

2022/2/28(⽉)

2022/3/31(⽊)

スムーズプラン 9:30 集合

⑥搬⼊⽇

安⼼プラン 9:10 集合
⑦搬出⽇

20:00 集合

※営業時間短縮などの理由により、搬⼊出などの予定か変更になる場合がございます。

①開催期間
・開催期間が異なりますのでご確認下さい。
・⼟⽇祝⽇やセール期間中は特に忙しい為、売場へのお問い合わせや納品連絡は
メールでは無くできるだけ店舗携帯へ電話をお願い致します。(留守電可)
②募集期間
・バイヤーズセレクト枠は、随時Hale Mercheより作家様へお声がけとなります。
・⼀般募集枠は、選考制となるため、システムの都合上、予約完了メールと届きますが、仮予約状態となります。
③出展者決定
・出展料の決済を⾏います。出展作家様には出展ご案内メール（当選メール）をお送り致します。
＜ご注意＞こちらから送信する当選メールが迷惑フォルダに振り分けられないように、
受信側でaozorakoten.comというドメインから送られるメールを受信可に設定をお願いします。
④出展申請書提出
・施設に搬⼊出の申請を出すために必要な書類となります。忘れずにご提出ください。
⑤搬⼊代⾏納品⽇
・搬⼊代⾏納品先は、1期と2-3期で異なります。当選メールでお知らせしますのでご確認下さい。
・《安⼼プラン》納品書/レイアウト画像/商品を同封して期⽇までにお送りください。
・《スムーズプラン》レイアウト画像/商品を同封して期⽇までにお送りください。
⑥搬⼊⽇
・ 集合時間は厳守。30分以内に配置を終わらせ、配置完了後は速やかに退館してください。
※搬⼊経路は開催約1週間前にメールにてご案内いたします。
※集合時間に遅れる場合は出展案内メールに記載の店舗携帯番号にご連絡ください。
⑦搬出⽇
・スムーズプランのみ搬出参加可能です。
・ 集合時間は厳守。30分以内に撤収を終わらせ、撤収完了後は速やかに退館してください。
※集合時間に遅れる場合は店舗携帯にご連絡ください。
※無断で集合時間に10分以上遅れた場合は代⾏搬出となり、後⽇着払い配送にて返送となりますのでご注意ください。
⑧⽀払通知書

・予定⽇にメールでお送りいたします。

⑨⽀払⽇

・売上⾦の⽀払⽇です。振込情報に誤りがあると翌⽇以降の振込になる場合がございます。

⑥

キャンセルについて

キャンセルは

不可

とさせていただきます。

キャンセルはペナルティの対象となりますのでご注意ください。

出展規約
Hale Marche委託販売

参加資格
・出展作品は、ご⾃⾝の⼿作り品に限らせていただきます。⾃らの販売が原則です。
・出展者は作家（職⼈・アーティスト等）またはそれに準ずる活動（アマチュア含む）をしている⽅に限定させていただきます。
(あくまでも個⼈としての出展とし、団体・企業単位でのお申し込みはご遠慮ください。）
※未成年者の出展に関しては、保護者の⽅の同意が必要です。

販売品の注意点
・「Hale Marche」は個々の作家活動を応援することを主な⽬的としているため、⼿作り作品を⽤いてであっても、思想的な発表、
キャンペーン、広報活動、普及活動などはお断りさせていただいております。
・他作家の委託販売、既製品を⽤いたリメイク品、仕⼊れ商品の販売は禁⽌です。（販売⽬的で使⽤することが禁⽌された
素材を使った作品の販売は禁⽌です。）

例）メーカー、ブランドロゴなどが印字されたものなど

・⾻董品・不要⾐類・不要⽣活品・不要贈答品等は出品禁⽌です。
・販売した作品の不要などによる返品・⾼官は直接お客様とのやり取りとなります。責任を持った販売をお願いいたします。
・法律に反するもの、刃物などの危険物、薬事法による製造販売許可の必要なもの（⽯鹸など）は、販売禁⽌です。
上記禁⽌項⽬の販売が発⾒された場合は、出展取り消しとさせていただきます。

出展予約⽅法及び申し込みの注意点
・お申し込みをする際には、会員登録が必要です。ホームページよりご登録お願いいたします。

出展のお申込み（ご予約）
※出展をするには必ず予約が必要です。予約はホームページからのみ承っております。
・選考制となりますため、上記募集要項『②選考⽅式』をご確認の上、ご応募ください。
その後、当選者にのみ詳細をご案内いたします。
・お申込みにあたって、ブースの場所指定の受付はいたしません。Hale Marcheの判断のもと、配置させていただきます。

出展における注意点
・当選者発表の前⽇からのキャンセルは承れません。⽇程、会場をご確認の上お申し込みください。
・開催期間中に起こった想定内の破損や紛失は補償できませんのでご了承ください。
・出展の際に出たごみはお持ち帰りいただくよう、お願いいたします。
・会場内での⾳出し・⾹りの演出、その他、他⼈の迷惑になる⾏為は禁⽌です。
・ブース内での宴会・⾏楽的な飲⾷は禁⽌です。
・会場内は全⾯禁煙です。※喫煙可能な会場もございます。その場合は必ず喫煙所をご利⽤ください。
・会場内での飲酒は禁⽌です。
・会場内での⽕器使⽤は厳禁です。
・会場内の備品、什器、施設を傷付けないようにお願いいたします。
※万⼀、出展者の過失により施設/店舗什器などを破損してしまった場合は、原状回復費⽤をご負担いただく場合があります。
・搬⼊・撤収時間は厳守していただきますよう、お願いいたします。
※持参された什器は、倒れないようにしっかりと固定してください。
※倒れやすい什器は使⽤不可。詳細は後⽇お送りするルールブックをご確認下さい。
・⾼さ制限がございますのでご注意下さい。
その他、Hale Marcheの趣旨に反するご出展はお断りさせていただきます。

