第２３回関西アマチュア無線フェスティバル
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◎開催要項
称
□ 名
□ 開催テーマ

第２３回関西アマチュア無線フェスティバル

□ 主

関西アマチュア無線フェスティバル実行委員会
(一社)日本アマチュア無線連盟 関西６府県支部
平成３０年７月１４日（土） １０:００～１７:００
平成３０年７月１５日（日） １０:００～１６:００
池田市民文化会館（〒563-0031 大阪府池田市天神１丁目７－１）
池田市豊島野公園（同上南隣側公園）、池田市立カルチャープラザ
無料

催

□ 開 催 日
□ 会

場

□ 入 場 料

（略称

ＫＡＮＨＡＭ２０１８）

銀河 電波鉄道ファイブナイン
～君もアマチュア無線で空の旅を！～

◎出展要領
□ 出展区分
1)屋内展示
池田市民文化会館内で、金銭の収受を一切行わない純粋展示の区画
2)屋内展示販売
池田市民文化会館内で、展示・販売を行う区画
3)企業出展
池田市民文化会館内で、メーカー、販売店、企業の展示・販売を行う区画
4)屋外出展
池田市豊島野公園で、車両乗り入れ形式のフリーマーケット会場区画
□ 出展区画
1)2)3)屋内出展区画
基本小間サイズ 間口約２.０ｍ、奥行き約１.５ｍ テーブル(1800×450mm)1台、椅子２脚付き
パーテーション（衝立）なし。展示物等は壁に貼付はできませんので、衝立等をご用意ください。
4)屋外出展区画
基本区画サイズ 間口約２.５ｍ、奥行き約６.０m 普通乗用車クラス１台分＋展示販売スペース
コンベンションルーム出展
出展区画
JARL会員・社団 一般個人・団体
企業出展
□ 出 展 料
￥ 3,000
￥ 4,000
￥10,000
￥15,000
屋内展示
￥10,000
￥11,000
￥20,000
￥30,000
屋内展示販売
￥ 3,000
￥ 4,000
屋外出展
※原則２日間とも出展のこと（１日出展辞退も同額）
※コンベンションルーム出展は事前に実行委員会とご相談ください
□ 出展受付
平成３０年４月１日（日）～平成３０年５月３１日（木）
□ 出展申込
出展申込書を添付ファイル（Ｅｘｃｅｌ）にて下記までメール送付及び出展料振込のこと
複数の異なる出展区分を申込みされる場合は、区分毎にお申し込みください。
注）出展申込書は２０１８年版以外はお受けできません。
ＪＡＲＬ会員証・振込票のコピー等の添付は不要です。
電子メールアドレス
mail_kanham@yahoo.co.jp
ＪＥ３ＤＢＳ 蛭子
金融機関
近畿大阪銀行
守口支店
出展料振込先
（りそな銀行 グループ）
口座番号
普通預金
０６２９８４７
口座名義
ＫＡＮＨＡＭ実行委員会 会計 井貝 滋
ふりがな
カンハムジッコウイインカイ カイケイ イカイ シゲル
注）振込人名義は出展申込書に記載のお名前でお願いします。

□
□

□

□

※ 出展料は出展申込み後、１０日以内にお振込ください。
出展料の振込確認および出展申込書提出をもって、出展申込み受付とさせて頂きます。
出展者説明会
平成３０年６月９日（土）１３：３０～ 池田市民文化会館中会議室
出展小間配置
1)2)3)屋内出展区画
原則として出展者説明会で、実行委員会が定めた出展区画から、抽選で決定します。
異なる出展区分や２区画以上出展される場合は、実行委員会で事前調整をする場合があります。
4)屋外出展区画
出展場所は、各日の会場への先着順で、奥から場所を詰めて頂く出展方法とします。
１日目開催終了後全車退場していただき、２日目も会場への先着順で奥から場所を詰めて頂きます。
雨天の場合でも開催しますので、雨天対策は出展者の責任で行ってください。
他の出展者の迷惑になりますので、開催中の車の移動はいっさい認めませんのでご了解ください。
搬
入
屋内出展者事前搬入
平成３０年７月１３日（金） １７:００～１９:００
屋内出展者当日搬入
平成３０年７月１４日（土） ８:３０～
（15日 9:00～）
屋外出展者車両乗入
平成３０年７月１４日（土） ８:３０～
（15日 8:30～）
搬
出
平成３０年７月１５日（日） １６:１０～

☆ 注意事項

別紙出展者注意事項をご理解いただき、出展者スタッフに周知して出展ください。
以上
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「銀河 電波鉄道ファイブナイン ～君もアマチュア無線で空の旅を！～」として、アマチュア
無線を通しての新しい出逢いを求め、新しくアマチュア無線を始めようとする人たちに、アマ
チュア無線を通した友情の拡がりを紹介するとともに、科学をとおして、一般市民とくに青少
年にも理解し親しむことが出来る祭典を目指して取り組みます。
もの、ニューカマーに役立つつもの、また青少年や一般の方にアマチュア無線を紹介するもの
などとします。出展は公序良俗に沿ったものであり、またＪＡＲＬ団体として、電波法令上、
日本のアマチュア局が使用を許されない機器の展示・販売はお断りいたしております。販売さ
れる無線機は、技術基準適合機種または保証認定を受けることができる（そのための説明と必
要な資料が添付されている）製品以外は会場に持ち込まれないようお願いします。
ただきます。その場合でも出展料の返却はいたしません。
＜＜ 出展区画について ＞＞
１）屋内出展（屋内展示・屋内展示販売）
・ 出展にあたっては、原則２日間とも全日出展参加していただきます。
（１日だけ参加の場合でも出展料金は同一料金です。予めご了承下さい）
・ 屋内展示とは、いっさいの金銭収受を伴わない展示だけの出展を意味します。
コピー代、メディア代等の実費程度での金銭収受がある場合でも屋内展示販売となります。
（金銭の収受を係員が確認した場合、展示販売としての規定出展料を納付いただきます）
２）各種企業・メーカー展示
・ アマチュア無線機器メーカー・各種企業等の展示販売です。
３）屋外出展（フリーマーケット）
・ 基本的に車を持ち込んだ「デイトン・ハムベンション」形式のフリーマーケットコー
ナーです。
・ 当日の出展場所は事前に決定せず来場順に奥から並べていただく出展方法とします。
初日開催終了後は、全出展者とも撤収し、退場していただきます。車輌および出展物
の留め置きはできません。２日目も同じく、来場順で奥から並べていただきます。
・ 車輌を持ち込まないフリーマーケット出展者は、別途実行委員会にお申し出下さい。
・ 大雨、暴風警報発表等による開催中止以外の場合は雨天決行とし、雨天対策は出展者の
責任で行ってください。雨天でも屋内等への出展場所の変更はいたしません。
・ ２日間の出展を原則としています。１日での出展参加でも出展料は同一料金です。
・ 開催中の車輌の移動は、来場者や他の出展者の迷惑となりますので、ご遠慮下さい。
・ 火気の使用については原則として禁止とします。出展の都合上、必要な場合は実行委員
会に届出の上、自己責任で使用し、消火器等を必ず配備し厳重な管理の下、事故の無い
ようにしてください。
・ 会場内には、ＡＣ電源はありません。

出展者注意事項
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＜＜ 共通注意事項について ＞＞
１．搬入等について
出展者の駐車場への入場案内は ２日間とも午前８：００からとします。
屋内出展の搬入・準備のための会館内への入場は 初日午前８：３０～、
２日目午前９：００～です。
屋外出展（フリーマーケット）会場への車輌入場は ２日間とも午前８：３０～です。
屋内出展搬入のための館内入場は、出展者証（名札）を付けているスタッフのみです。
尚、搬入は原則当日の搬入ですが、屋内出展に限り、１３日午後５時から７時の２時間、
事前搬入ができます。ただし、逸失・破損等の責を実行委員会は負いませんので、その
点をご了承のうえで、充分な管理をお願いします。
※出展物搬入がスムーズに行きますよう、誘導係員の指示に従ってください。
また、開場前に自己出展以外の他の出展者ブースで、閲覧・購入等の行為を行った場合は
退場していただきます。
２．小間について
輌叉はテント等の来場者から見やすいところに掲示してください。
１）屋内出展
サイズ 間口約２．０ｍ、奥行き約１．５ｍ
（１８００㍉×４５０㍉テーブル１脚のスペースを含む）
１小間につき、長机（１８００㍉×４５０㍉）１脚、イス２脚用意します。
パーテーション（衝立・横および後）等はありません。
２）屋外出展（フリーマーケット）
普通乗用車１台分（ハッチバックを跳ね上げて駐車できるスペース）です。
間口約２．５ｍ、奥行き約６．０ｍ
３．壁面・床養生のお願い
展示物や商品、飾り棚、机等で、床への傷、汚れ等が発生しない様、ビニールシート、
ベニア板等の養生材の使用をお願いたします。また、壁面にポスター類の貼りつけはで
きません。ガラス、金属部分にあってもガムテープ、布テープ、セロファンテープは使
用できません。紙製マスキングテープ、養生テープをご使用ください。
４．ブースのしきり
ポスター等はを掲示される場合は、壁には貼付できませんので、出展者の皆様方で
パーテーション（しきり衝立）等をご用意いただきますようにお願いします。

出展者注意事項
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５．電源について
１）屋内出展
テーブルタップは各自で用意いただくとともに、ラインの引き回しについては、お互い
の協力をお願いします。
なお、やむを得ず通路を横断する場合は養生テープなどでの固定養生をお願いします。
２）屋外出展（フリーマーケット）
電源が必要な方は発電機の準備を各自でお願いします。使用される発電機は、低騒音型
に限らせていただきます。尚、発電機の設置には周囲の迷惑にならないよう、展示ブー
スから離すことが必要になる場合もありますので、あらかじめ１０ｍ～２０ｍの延長
コードもご準備ください。また、消火器も必ずご用意ください。
６．音響について
配慮し、適度な音量でお願いします。
から苦情の出ることのないよう、十分な配慮をお願いします。
７．搬入車輌について
るように掲示してください。

ただきますので、開催時間中の移動が困難な場合がありますことをご了承下さい。
ての宿泊等はできません。
指定場所での整列駐車にご協力をお願いします。
８．喫煙について
けとなっています。

９．ゴミの持ち帰り徹底について
特に飲み物、食べ物等の販売を行う場合は、販売のカップ・トレイ、瓶・カン等の回収
袋をご準備いただき、持ち帰りの励行をお願いします。
をお断りさせていただきますのでご了解ください。

出展者注意事項
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10．開催の中止
た場合や、運営に困難が予測される場合は、開催を中止する場合があります。
１）大雨、暴風警報が発表されたとき
北大阪地区に、大雨警報と暴風警報が合わせて発表されたときは次の基準で判断します。
１．午前６時の時点で両警報が発表または発表中のときは、待機とします。
２．午前９時までにいずれかの警報が解除されたときは、１２時より開催します。
３．午前９時以降も両警報が発表中のときは、その日の開催を中止します。
４．開催中に両警報が合わせて発表されたときは、直ちにその日の開催を中止します。
２）池田市または池田市民文化会館管理者より要請のあったとき
会館運営管理の都合により、会館の閉館もしくは開催の中止の要請のあったときは、
実行委員会で判断して、開催を中止する場合があります。
11．その他
に行うようにしてください。

のでご了承下さい。また、円滑な運営のために搬出入、準備、実施中は係員の指示に従
ってください。
会で出展が不適切と認められた場合は、会期途中にかかわらず退場していただくことが
あります。
互の話し合いにより円満に行ってください。
の努力を行いますが、基本は出展者の自己管理とし、実行委員会はその責を負いません
ことをご了承下さい。特に貴重品等は自己にて厳重に管理していただき、会場内に放置
されぬようにしてください。
遠慮なく実行委員会にご相談若しくはお問い合せください。
い致します。なお、会館の利用については、下記ホームページをご参照下さい。
http://www.azaleanet.or.jp/azalea_info.html
掲載されております。
http://www.jarl.gr.jp/kanham/index.html
出展等に関するお問い合わせは、下記までお願いします。
メールアドレス：出展担当 mail_kanham@yahoo.co.jp
以上
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