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 ソライチ(福島空港公園
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 過去ご出展時からジャンルを変更されている場合、また

は違反等によるペナルティを受けた方は対象外となりま
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 出来るだけご希望に添いたいと存じますが応募多数、ジ
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 出展経験者からのご紹介の方は紹介者の
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商用不可。商品委託不可。食品不

プロの個人作家、またはそれに準ず

グループ出展可。 

 

ブース募集 

商用不可。商品委託不可。食品不

プロの個人作家、またはそれに準ず

グループ出展可。 

展示作品が作家本人のものであること、個人での応募が条件となります。（工房内のスタッフによる店頭販売は可）

第二希望までお知らせください。（ご希望に添えない場合もございます。ご希望通りでない場合辞退されたい方はキャンセルをお

でピックアップ

プロの個人作家、またはそれに準ず

 

パン、クッキーなど

現場調理のないもの。食品は許可

 

公園内、福島広場の外側道路上になりま

す。アスファルトの上になりますのでテント

のペグが打てません。重しなどを利用し各

自、風対策をお願いいたします。

 

間口3ｍ×奥行き

出展費 

加工食品両日出展

   

 

 

駐車場を降りてすぐの正面のエリアになり

ます。アスファルトと砂利の上になりますの

でテントのペグは打てません。各自、重しな

どで風対策をお願いいたします。

 

間口4ｍ×奥行き

出展費 

 

商用不可。商品委託不可。食品不

プロの個人作家、またはそれに準ず

 

こちらは森の中にいるようなとても雰囲気

のあるエリアとなっておりますが、

坦ではありません。勾配がかなり強い場所

もあります。

たします。芝生の上になりますのでペグを

打つことができます。重しなどで各自、風対

策をお願いいたします。

間口3ｍ×奥行き

出展費 

グループ出展

商用不可。商品委託不可。食品不

プロの個人作家、またはそれに準ず

 

会場の中央にある福島広場内のエリアとな

ります。芝生の上で、

間口3ｍ×奥行き

出展費 

グループ出展

展示作品が作家本人のものであること、個人での応募が条件となります。（工房内のスタッフによる店頭販売は可）

（ご希望に添えない場合もございます。ご希望通りでない場合辞退されたい方はキャンセルをお

ピックアップ表示や宣伝

公園内、福島広場の外側道路上になりま

す。アスファルトの上になりますのでテント

のペグが打てません。重しなどを利用し各

自、風対策をお願いいたします。

ｍ×奥行き3ｍ 

 クラフト両日出展

加工食品両日出展15,000

駐車場を降りてすぐの正面のエリアになり

ます。アスファルトと砂利の上になりますの

でテントのペグは打てません。各自、重しな

どで風対策をお願いいたします。

ｍ×奥行き3ｍ 

 両日出展14,000

こちらは森の中にいるようなとても雰囲気

のあるエリアとなっておりますが、

坦ではありません。勾配がかなり強い場所

もあります。各自工夫して展示をお願いい

たします。芝生の上になりますのでペグを

打つことができます。重しなどで各自、風対

策をお願いいたします。

ｍ×奥行き3ｍ 

  両日出展14,000

単日出展8,500

グループ出展 両日出展

単日出展9,000

 

会場の中央にある福島広場内のエリアとな

芝生の上で、地面はほぼ平坦。

ｍ×奥行き3ｍ 

  両日出展14,000

グループ出展 両日出展

 

展示作品が作家本人のものであること、個人での応募が条件となります。（工房内のスタッフによる店頭販売は可）

（ご希望に添えない場合もございます。ご希望通りでない場合辞退されたい方はキャンセルをお

や宣伝致

クラフト部門・飲食部門共に共通

申込み後に訂正される方がいらっしゃいますので良くご理解の上お申し込

み下さい。

公園内、福島広場の外側道路上になりま

す。アスファルトの上になりますのでテント

のペグが打てません。重しなどを利用し各

自、風対策をお願いいたします。 

 

両日出展14,000円 

15,000円 

駐車場を降りてすぐの正面のエリアになり

ます。アスファルトと砂利の上になりますの

でテントのペグは打てません。各自、重しな

どで風対策をお願いいたします。 

 

14,000円 

こちらは森の中にいるようなとても雰囲気

のあるエリアとなっておりますが、地面が平

坦ではありません。勾配がかなり強い場所

各自工夫して展示をお願いい

たします。芝生の上になりますのでペグを

打つことができます。重しなどで各自、風対

策をお願いいたします。 

 

14,000円 

8,500円 

両日出展15,000円 

9,000円 

会場の中央にある福島広場内のエリアとな

地面はほぼ平坦。

 

14,000円 

両日出展15,000円 

展示作品が作家本人のものであること、個人での応募が条件となります。（工房内のスタッフによる店頭販売は可）

（ご希望に添えない場合もございます。ご希望通りでない場合辞退されたい方はキャンセルをお

クラフト部門・飲食部門共に共通

申込み後に訂正される方がいらっしゃいますので良くご理解の上お申し込

み下さい。 

公園内、福島広場の外側道路上になりま

す。アスファルトの上になりますのでテント

のペグが打てません。重しなどを利用し各

 

こちらの

離は100

※前日搬入の

※搬出は車を入れることができます。

従って下さい。

地面はコンクリートで平坦ではありますが坂道となってお

りますので場所によっては傾斜がきつい所もあります。

 

駐車場を降りてすぐの正面のエリアになり

ます。アスファルトと砂利の上になりますの

でテントのペグは打てません。各自、重しな

 

こちらのエリア

駐車場からの距離は

地面は比較的平坦ではありますが、全体が緩やかな傾

斜になっています。

プロの個人作家

めいたします。

 

こちらは森の中にいるようなとても雰囲気

地面が平

坦ではありません。勾配がかなり強い場所

各自工夫して展示をお願いい

たします。芝生の上になりますのでペグを

打つことができます。重しなどで各自、風対

 

こちらの

離は100

 

グループなどでスペースをシェアして頂く場合、ひとブー

スにつき、

展の場合、参加者全員が審査対象となりますので参加メ

ンバーそれぞれでお申込み下さい。

ワークショップを行う方は内容と金額をお知らせください。

 

 

会場の中央にある福島広場内のエリアとな

地面はほぼ平坦。 

 

こちらの

離は3

 

全エリアの中心地となります。

搬入が少し大変かと思いますので体力のない方はお勧

めしません。

 

 

展示作品が作家本人のものであること、個人での応募が条件となります。（工房内のスタッフによる店頭販売は可）

（ご希望に添えない場合もございます。ご希望通りでない場合辞退されたい方はキャンセルをお

クラフト部門・飲食部門共に共通。 

申込み後に訂正される方がいらっしゃいますので良くご理解の上お申し込

こちらのエリアは手持ち出展になります。

100ｍ～300m程となっております。

前日搬入のみ車での搬入が可能です。

搬出は車を入れることができます。

従って下さい。 

地面はコンクリートで平坦ではありますが坂道となってお

りますので場所によっては傾斜がきつい所もあります。

こちらのエリアは手持ち出展となります。

駐車場からの距離は

地面は比較的平坦ではありますが、全体が緩やかな傾

斜になっています。 

プロの個人作家として活動されている方はこちらをお勧

めいたします。 

こちらのエリアは手持ち出展になります。

100ｍ～300ｍ程となっております。

グループなどでスペースをシェアして頂く場合、ひとブー

スにつき、2名までとさせていただきます。尚、グループ出

展の場合、参加者全員が審査対象となりますので参加メ

ンバーそれぞれでお申込み下さい。

ワークショップを行う方は内容と金額をお知らせください。

こちらのエリアは手持ち出展になります。

300ｍ程となっております。

全エリアの中心地となります。

搬入が少し大変かと思いますので体力のない方はお勧

めしません。 

展示作品が作家本人のものであること、個人での応募が条件となります。（工房内のスタッフによる店頭販売は可）ワークショップを行う方は内容

（ご希望に添えない場合もございます。ご希望通りでない場合辞退されたい方はキャンセルをお

 

申込み後に訂正される方がいらっしゃいますので良くご理解の上お申し込

は手持ち出展になります。

程となっております。

車での搬入が可能です。

搬出は車を入れることができます。

地面はコンクリートで平坦ではありますが坂道となってお

りますので場所によっては傾斜がきつい所もあります。

は手持ち出展となります。

駐車場からの距離は30～50ｍ程となります。

地面は比較的平坦ではありますが、全体が緩やかな傾

 

として活動されている方はこちらをお勧

は手持ち出展になります。

程となっております。

グループなどでスペースをシェアして頂く場合、ひとブー

名までとさせていただきます。尚、グループ出

展の場合、参加者全員が審査対象となりますので参加メ

ンバーそれぞれでお申込み下さい。

ワークショップを行う方は内容と金額をお知らせください。

は手持ち出展になります。

程となっております。 

全エリアの中心地となります。 

搬入が少し大変かと思いますので体力のない方はお勧

ワークショップを行う方は内容

（ご希望に添えない場合もございます。ご希望通りでない場合辞退されたい方はキャンセルをお

申込み後に訂正される方がいらっしゃいますので良くご理解の上お申し込

は手持ち出展になります。駐車場からの距

程となっております。 

車での搬入が可能です。 

搬出は車を入れることができます。実行委員の指示に

地面はコンクリートで平坦ではありますが坂道となってお

りますので場所によっては傾斜がきつい所もあります。

は手持ち出展となります。 

ｍ程となります。 

地面は比較的平坦ではありますが、全体が緩やかな傾

として活動されている方はこちらをお勧

は手持ち出展になります。駐車場からの距

程となっております。 

グループなどでスペースをシェアして頂く場合、ひとブー

名までとさせていただきます。尚、グループ出

展の場合、参加者全員が審査対象となりますので参加メ

ンバーそれぞれでお申込み下さい。 

ワークショップを行う方は内容と金額をお知らせください。

は手持ち出展になります。駐車場からの距

搬入が少し大変かと思いますので体力のない方はお勧

ワークショップを行う方は内容

（ご希望に添えない場合もございます。ご希望通りでない場合辞退されたい方はキャンセルをお

申込み後に訂正される方がいらっしゃいますので良くご理解の上お申し込

 

駐車場からの距

実行委員の指示に

地面はコンクリートで平坦ではありますが坂道となってお

りますので場所によっては傾斜がきつい所もあります。 

地面は比較的平坦ではありますが、全体が緩やかな傾

として活動されている方はこちらをお勧

駐車場からの距

グループなどでスペースをシェアして頂く場合、ひとブー

名までとさせていただきます。尚、グループ出

展の場合、参加者全員が審査対象となりますので参加メ

ワークショップを行う方は内容と金額をお知らせください。 

駐車場からの距

搬入が少し大変かと思いますので体力のない方はお勧



food

 

 

協賛

 

 

【申込方法

1月10

皆様のたくさんのご応募、心よりお待ちしております。

◎別紙にてお申込み
 

 

■food

両日出展のみ募集

食品のみの販売。

あるもの。温める、お湯を沸か

すなども含む）

両日

営業許可をお持ちの方に限りま

す。 

食品と一緒に雑貨等を並べない

で下さい。

会場内で電源は提供できませ

ん。各自、発電機のご用意をお

願いいたします。

尚、消防の指導が入りますの

で、消火器

かりとお願いいたします。

◎キッチンカー優先とさせていた

だきます。

 

■協賛出展

約 4

地元企業様、詳しくはお問い合

わせください。

◎当

掲載させて頂きます。
 

food部門募集

協賛部門募集

申込方法】ネットからの

10日（21：００）

皆様のたくさんのご応募、心よりお待ちしております。

◎別紙にてお申込み

foodエリア  

両日出展のみ募集

食品のみの販売。（現場調理が

あるもの。温める、お湯を沸か

すなども含む） 

両日出展約20ブース

営業許可をお持ちの方に限りま

 

食品と一緒に雑貨等を並べない

で下さい。 

会場内で電源は提供できませ

ん。各自、発電機のご用意をお

願いいたします。 

尚、消防の指導が入りますの

消火器等の安全対策はしっ

かりとお願いいたします。

◎キッチンカー優先とさせていた

だきます。 

■協賛出展エリア（広告付き）

4 ブース募集予定

地元企業様、詳しくはお問い合

わせください。 

当ホームページ

掲載させて頂きます。

部門募集 

部門募集 

ネットからのお申込み

：００）～1月15日（21

皆様のたくさんのご応募、心よりお待ちしております。

◎別紙にてお申込みからご出展

両日出展のみ募集 

（現場調理が

あるもの。温める、お湯を沸か

ブース 

営業許可をお持ちの方に限りま

食品と一緒に雑貨等を並べない

会場内で電源は提供できませ

ん。各自、発電機のご用意をお

 

尚、消防の指導が入りますの

等の安全対策はしっ

かりとお願いいたします。 

◎キッチンカー優先とさせていた

エリア（広告付き） 

募集予定 

地元企業様、詳しくはお問い合

 

ホームページに広告を

掲載させて頂きます。 

お申込みのみとさせて頂きます。

21：００）にHP

皆様のたくさんのご応募、心よりお待ちしております。

からご出展の流れを

 

こちらはお車でブースに入って頂けます。ブー

ス内にお車を縦列駐車し出展ブースを設置し

て下さい。 

福島広場の外側道路一番奥、又は入口

広場内になります。アスファルト上になりますの

でペグが打てません。重しなどを利用し各自、

風対策をお願いいたします。

早いお時間での搬入になります。遠方からの

お申し込みの方はご注意ください。

 

◎ foodエリア

福島広場の外側道路一番奥

間口6ｍ×奥行き

参加費 両日出展

両日出展約15

◎ foodエリア

福島広場（芝生の上はペグが打てます）

 間口3ｍ×奥行き

（車で入って荷物を下ろして、ｆｏｏｄエリア

に止めて頂きます）

参加費 両日出展

両日出展のみ

◎ foodエリア

間口6ｍ×奥行き

参加費 両日出展

両日出展約5

 

 

福島広場の外側道路上

の出展になります。

間口3ｍ×奥行き

2日間出展 

ＨＰ広告付き

車での搬入搬出が可能です。

（福島広場内は車両は入れられません）

本部前につきましてはお問い合わせください。

のみとさせて頂きます。

HPhttp://soraichi.botanica

皆様のたくさんのご応募、心よりお待ちしております。 

をご確認下さい。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

こちらはお車でブースに入って頂けます。ブー

ス内にお車を縦列駐車し出展ブースを設置し

 

福島広場の外側道路一番奥、又は入口

になります。アスファルト上になりますの

でペグが打てません。重しなどを利用し各自、

風対策をお願いいたします。

早いお時間での搬入になります。遠方からの

お申し込みの方はご注意ください。

エリア1 

福島広場の外側道路一番奥

ｍ×奥行き3.5ｍ 

両日出展30,000円

15ブース募集 

エリア2（キッチンカー不可）

福島広場（芝生の上はペグが打てます）

ｍ×奥行き3ｍ 

（車で入って荷物を下ろして、ｆｏｏｄエリア

に止めて頂きます） 

両日出展25,000円

両日出展のみ4ブース募集

エリア3 そよかぜエリアの続き

ｍ×奥行き3.5ｍ 

両日出展30,000円

5ブース募集 

福島広場の外側道路上と福島広場内、本部前

の出展になります。 

ｍ×奥行き3ｍ 

 参加費50,000円

広告付き 

車での搬入搬出が可能です。

（福島広場内は車両は入れられません）

本部前につきましてはお問い合わせください。

のみとさせて頂きます。 

http://soraichi.botanica-k.com/

ご確認下さい。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

〒9620102

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

こちらはお車でブースに入って頂けます。ブー

ス内にお車を縦列駐車し出展ブースを設置し

福島広場の外側道路一番奥、又は入口、福島

になります。アスファルト上になりますの

でペグが打てません。重しなどを利用し各自、

風対策をお願いいたします。 

早いお時間での搬入になります。遠方からの

お申し込みの方はご注意ください。 

福島広場の外側道路一番奥 

円 

 

（キッチンカー不可） 

福島広場（芝生の上はペグが打てます） 

（車で入って荷物を下ろして、ｆｏｏｄエリア

円 

ブース募集 

そよかぜエリアの続き 

円  

 

と福島広場内、本部前

円 

車での搬入搬出が可能です。 

（福島広場内は車両は入れられません） 

本部前につきましてはお問い合わせください。

k.com/に出展

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

Facebook

9620102福島県須賀川市仁井田猿池

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

こちらはお車でブースに入って頂けます。ブー

ス内にお車を縦列駐車し出展ブースを設置し

、福島

になります。アスファルト上になりますの

でペグが打てません。重しなどを利用し各自、

早いお時間での搬入になります。遠方からの

 

（車で入って荷物を下ろして、ｆｏｏｄエリア1の奥

 

 

 

お車は一度乗り入れしましたら、

場合を除きイベント開催時間内は出られません

意ください。（搬入、搬出時含む）事故防止の為ですの

で、ご協力お願いいたします。

いのではなく、一日目が終了するまでです。問い合わせ

が多かったので追記致します。

お車を入れない場合、クラフトブースと同様にお荷物は手

持ちで駐車場より運んで頂きます。（当イベントスタッフは

お手伝いできません）

 

 

 

 

と福島広場内、本部前

 

本部前につきましてはお問い合わせください。 

 

福島広場内はペグを打つことができます。アスファルト

はテントのペグが打てません。重しなどを利用し各自、風

対策をお願いいたします。

foodエリア

ります。

他、本部前等のスペースにつきましてはお問い合わせ

ください。

 

出展申し込みフォームを設置いたします。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

HP

Facebook：http://www.facebook.com/soraichi.f

福島県須賀川市仁井田猿池

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

お車は一度乗り入れしましたら、

場合を除きイベント開催時間内は出られません

意ください。（搬入、搬出時含む）事故防止の為ですの

で、ご協力お願いいたします。

いのではなく、一日目が終了するまでです。問い合わせ

が多かったので追記致します。

お車を入れない場合、クラフトブースと同様にお荷物は手

持ちで駐車場より運んで頂きます。（当イベントスタッフは

お手伝いできません）

 

福島広場内はペグを打つことができます。アスファルト

テントのペグが打てません。重しなどを利用し各自、風

対策をお願いいたします。

エリア1～そよかぜエリア

ります。 

他、本部前等のスペースにつきましてはお問い合わせ

ください。 

申し込みフォームを設置いたします。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

HP：http://soraichi.botanica

http://www.facebook.com/soraichi.f

メール：soraichi@botanica

福島県須賀川市仁井田猿池191

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

お車は一度乗り入れしましたら、こちらが緊急と判断した

場合を除きイベント開催時間内は出られません

意ください。（搬入、搬出時含む）事故防止の為ですの

で、ご協力お願いいたします。※２日間会場から出られな

いのではなく、一日目が終了するまでです。問い合わせ

が多かったので追記致します。 

お車を入れない場合、クラフトブースと同様にお荷物は手

持ちで駐車場より運んで頂きます。（当イベントスタッフは

お手伝いできません） 

 

福島広場内はペグを打つことができます。アスファルト

テントのペグが打てません。重しなどを利用し各自、風

対策をお願いいたします。電源はありません。
そよかぜエリアの並び、福島広場内とな

他、本部前等のスペースにつきましてはお問い合わせ

申し込みフォームを設置いたします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

http://soraichi.botanica

http://www.facebook.com/soraichi.f

soraichi@botanica

191 ボタニカ雑貨店内

ソライチ実行委員会

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

こちらが緊急と判断した

場合を除きイベント開催時間内は出られませんのでご注

意ください。（搬入、搬出時含む）事故防止の為ですの

※２日間会場から出られな

いのではなく、一日目が終了するまでです。問い合わせ

お車を入れない場合、クラフトブースと同様にお荷物は手

持ちで駐車場より運んで頂きます。（当イベントスタッフは

  

福島広場内はペグを打つことができます。アスファルト

テントのペグが打てません。重しなどを利用し各自、風

電源はありません。
の並び、福島広場内とな

他、本部前等のスペースにつきましてはお問い合わせ

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

http://soraichi.botanica-k.com/ 

http://www.facebook.com/soraichi.f 

soraichi@botanica-k.com  

ボタニカ雑貨店内 

ソライチ実行委員会  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

こちらが緊急と判断した

のでご注

意ください。（搬入、搬出時含む）事故防止の為ですの

※２日間会場から出られな

いのではなく、一日目が終了するまでです。問い合わせ

お車を入れない場合、クラフトブースと同様にお荷物は手

持ちで駐車場より運んで頂きます。（当イベントスタッフは

 

福島広場内はペグを打つことができます。アスファルト上

テントのペグが打てません。重しなどを利用し各自、風

電源はありません。 
の並び、福島広場内とな

他、本部前等のスペースにつきましてはお問い合わせ

 

 



 

【お申込み】ネットから
 

1月

設置いたします。

 
 

①上記のアドレスから

ムより必要事項を入力して

ージュされているもの（画像に文字を入れ込むなども）、エクセルで編集したものは

②申込み

ていない場合は

【ブースをシェアする場合】

①出展する名前を統一して決めて下さい。（メンバー名を連ねた○○＆○○）などはご遠慮ください。）

②メンバーそれぞれがエントリーをお願い致します。

ブースをシェアする予定の方の名前を備考欄へご記入ください。

※メンバー全員が選考を通らない事もあります。その場合、お一人でも参加できる意思をお持ちの方にご応募をお願い致します。

お申込み】ネットから

月10日21：00

設置いたします。

①上記のアドレスから

ムより必要事項を入力して

ージュされているもの（画像に文字を入れ込むなども）、エクセルで編集したものは

②申込みが完了しますと

ていない場合は迷惑メールフォルダをご確認の上、ご連絡をお願いたします。何度も重複してお申込みをしないで下さい。

【ブースをシェアする場合】

①出展する名前を統一して決めて下さい。（メンバー名を連ねた○○＆○○）などはご遠慮ください。）

②メンバーそれぞれがエントリーをお願い致します。

ブースをシェアする予定の方の名前を備考欄へご記入ください。

※メンバー全員が選考を通らない事もあります。その場合、お一人でも参加できる意思をお持ちの方にご応募をお願い致します。

お申込み】ネットから

00～1月15日

設置いたします。 

①上記のアドレスからHPへ入り、出展募集要項をクリックします。要項をよくお読み頂きまして、募集の出展申込みフォー

ムより必要事項を入力してお

ージュされているもの（画像に文字を入れ込むなども）、エクセルで編集したものは

が完了しますと受付番号付きの

迷惑メールフォルダをご確認の上、ご連絡をお願いたします。何度も重複してお申込みをしないで下さい。

【ブースをシェアする場合】2名まで

①出展する名前を統一して決めて下さい。（メンバー名を連ねた○○＆○○）などはご遠慮ください。）

②メンバーそれぞれがエントリーをお願い致します。

ブースをシェアする予定の方の名前を備考欄へご記入ください。

※メンバー全員が選考を通らない事もあります。その場合、お一人でも参加できる意思をお持ちの方にご応募をお願い致します。

２月１週目

応募多数の場合は期日がずれ込む可能性があります。悪しからずご了承ください。

2023

フライヤー

お申込み】ネットからお申込み

日21：00 にホームページ

お申し込みからご出展までの流れ

へ入り、出展募集要項をクリックします。要項をよくお読み頂きまして、募集の出展申込みフォー

お申込みをしてください。

ージュされているもの（画像に文字を入れ込むなども）、エクセルで編集したものは

受付番号付きの

迷惑メールフォルダをご確認の上、ご連絡をお願いたします。何度も重複してお申込みをしないで下さい。

名まで 

①出展する名前を統一して決めて下さい。（メンバー名を連ねた○○＆○○）などはご遠慮ください。）

②メンバーそれぞれがエントリーをお願い致します。

ブースをシェアする予定の方の名前を備考欄へご記入ください。

※メンバー全員が選考を通らない事もあります。その場合、お一人でも参加できる意思をお持ちの方にご応募をお願い致します。

１週目頃まで

応募多数の場合は期日がずれ込む可能性があります。悪しからずご了承ください。

出展費は

ご入金を持ってブース確定とさせて頂きます。

※個別にご入金確定のお知らせはしておりません。

不備がある場合にはこちらよりご連絡を致します。

2023年4月後半、搬入についてなどのご案内をさせて頂きます（予定）

フライヤー等

6月3日・4

お申込みのみ

にホームページ

お申し込みからご出展までの流れ

http://soraichi.botanica

へ入り、出展募集要項をクリックします。要項をよくお読み頂きまして、募集の出展申込みフォー

申込みをしてください。

ージュされているもの（画像に文字を入れ込むなども）、エクセルで編集したものは

受付番号付きのメール（自動返信）

迷惑メールフォルダをご確認の上、ご連絡をお願いたします。何度も重複してお申込みをしないで下さい。

①出展する名前を統一して決めて下さい。（メンバー名を連ねた○○＆○○）などはご遠慮ください。）

②メンバーそれぞれがエントリーをお願い致します。 

ブースをシェアする予定の方の名前を備考欄へご記入ください。

※メンバー全員が選考を通らない事もあります。その場合、お一人でも参加できる意思をお持ちの方にご応募をお願い致します。

でにご応募頂きました皆さまへメールにてご連絡を致します。

応募多数の場合は期日がずれ込む可能性があります。悪しからずご了承ください。

（二次募集が行われる場合もあります）

出展費は一週間以内にお手続きをお願いいたします。

ご入金を持ってブース確定とさせて頂きます。

※個別にご入金確定のお知らせはしておりません。

不備がある場合にはこちらよりご連絡を致します。

月後半、搬入についてなどのご案内をさせて頂きます（予定）

等お送りいたしますので宣伝にご協力お願いいたします。

4日 第10回ソライチ！よろしくお願いいたします。

のみになります。

にホームページhttp://soraichi.botanica

 

お申し込みからご出展までの流れ
 

http://soraichi.botanica

 

へ入り、出展募集要項をクリックします。要項をよくお読み頂きまして、募集の出展申込みフォー

申込みをしてください。添付画像は過度の加工で作品がよく見えないもの、複数の画像がコラ

ージュされているもの（画像に文字を入れ込むなども）、エクセルで編集したものは

メール（自動返信）が届きます

迷惑メールフォルダをご確認の上、ご連絡をお願いたします。何度も重複してお申込みをしないで下さい。

 

①出展する名前を統一して決めて下さい。（メンバー名を連ねた○○＆○○）などはご遠慮ください。）

ブースをシェアする予定の方の名前を備考欄へご記入ください。 

※メンバー全員が選考を通らない事もあります。その場合、お一人でも参加できる意思をお持ちの方にご応募をお願い致します。

 

 

ご応募頂きました皆さまへメールにてご連絡を致します。

応募多数の場合は期日がずれ込む可能性があります。悪しからずご了承ください。

（二次募集が行われる場合もあります）

↓ 

以内にお手続きをお願いいたします。

ご入金を持ってブース確定とさせて頂きます。

 

※個別にご入金確定のお知らせはしておりません。

不備がある場合にはこちらよりご連絡を致します。

↓ 

月後半、搬入についてなどのご案内をさせて頂きます（予定）

お送りいたしますので宣伝にご協力お願いいたします。

↓ 

回ソライチ！よろしくお願いいたします。

 

になります。 

http://soraichi.botanica

お申し込みからご出展までの流れ

http://soraichi.botanica-k.com/

へ入り、出展募集要項をクリックします。要項をよくお読み頂きまして、募集の出展申込みフォー

添付画像は過度の加工で作品がよく見えないもの、複数の画像がコラ

ージュされているもの（画像に文字を入れ込むなども）、エクセルで編集したものは

が届きます。受付番号は大切に保管して下さい

迷惑メールフォルダをご確認の上、ご連絡をお願いたします。何度も重複してお申込みをしないで下さい。

①出展する名前を統一して決めて下さい。（メンバー名を連ねた○○＆○○）などはご遠慮ください。）

※メンバー全員が選考を通らない事もあります。その場合、お一人でも参加できる意思をお持ちの方にご応募をお願い致します。

ご応募頂きました皆さまへメールにてご連絡を致します。

応募多数の場合は期日がずれ込む可能性があります。悪しからずご了承ください。

（二次募集が行われる場合もあります）

 

以内にお手続きをお願いいたします。

ご入金を持ってブース確定とさせて頂きます。

※個別にご入金確定のお知らせはしておりません。

不備がある場合にはこちらよりご連絡を致します。

 

月後半、搬入についてなどのご案内をさせて頂きます（予定）

お送りいたしますので宣伝にご協力お願いいたします。

 

回ソライチ！よろしくお願いいたします。

http://soraichi.botanica-k.com/

お申し込みからご出展までの流れ

k.com/ 

へ入り、出展募集要項をクリックします。要項をよくお読み頂きまして、募集の出展申込みフォー

添付画像は過度の加工で作品がよく見えないもの、複数の画像がコラ

ージュされているもの（画像に文字を入れ込むなども）、エクセルで編集したものは不可。

受付番号は大切に保管して下さい

迷惑メールフォルダをご確認の上、ご連絡をお願いたします。何度も重複してお申込みをしないで下さい。

①出展する名前を統一して決めて下さい。（メンバー名を連ねた○○＆○○）などはご遠慮ください。）

※メンバー全員が選考を通らない事もあります。その場合、お一人でも参加できる意思をお持ちの方にご応募をお願い致します。

ご応募頂きました皆さまへメールにてご連絡を致します。

応募多数の場合は期日がずれ込む可能性があります。悪しからずご了承ください。

（二次募集が行われる場合もあります） 

以内にお手続きをお願いいたします。

ご入金を持ってブース確定とさせて頂きます。 

※個別にご入金確定のお知らせはしておりません。 

不備がある場合にはこちらよりご連絡を致します。 

月後半、搬入についてなどのご案内をさせて頂きます（予定）

お送りいたしますので宣伝にご協力お願いいたします。

回ソライチ！よろしくお願いいたします。

k.com/に出展申し込みフォームを

お申し込みからご出展までの流れ 

へ入り、出展募集要項をクリックします。要項をよくお読み頂きまして、募集の出展申込みフォー

添付画像は過度の加工で作品がよく見えないもの、複数の画像がコラ

不可。 

受付番号は大切に保管して下さい

迷惑メールフォルダをご確認の上、ご連絡をお願いたします。何度も重複してお申込みをしないで下さい。

①出展する名前を統一して決めて下さい。（メンバー名を連ねた○○＆○○）などはご遠慮ください。） 

※メンバー全員が選考を通らない事もあります。その場合、お一人でも参加できる意思をお持ちの方にご応募をお願い致します。

ご応募頂きました皆さまへメールにてご連絡を致します。

応募多数の場合は期日がずれ込む可能性があります。悪しからずご了承ください。

以内にお手続きをお願いいたします。 

 

 

月後半、搬入についてなどのご案内をさせて頂きます（予定） 

お送りいたしますので宣伝にご協力お願いいたします。 

回ソライチ！よろしくお願いいたします。 

に出展申し込みフォームを

へ入り、出展募集要項をクリックします。要項をよくお読み頂きまして、募集の出展申込みフォー

添付画像は過度の加工で作品がよく見えないもの、複数の画像がコラ

受付番号は大切に保管して下さい。メールが

迷惑メールフォルダをご確認の上、ご連絡をお願いたします。何度も重複してお申込みをしないで下さい。

※メンバー全員が選考を通らない事もあります。その場合、お一人でも参加できる意思をお持ちの方にご応募をお願い致します。

ご応募頂きました皆さまへメールにてご連絡を致します。 

応募多数の場合は期日がずれ込む可能性があります。悪しからずご了承ください。 

に出展申し込みフォームを

へ入り、出展募集要項をクリックします。要項をよくお読み頂きまして、募集の出展申込みフォー

添付画像は過度の加工で作品がよく見えないもの、複数の画像がコラ

メールが届い

迷惑メールフォルダをご確認の上、ご連絡をお願いたします。何度も重複してお申込みをしないで下さい。 

※メンバー全員が選考を通らない事もあります。その場合、お一人でも参加できる意思をお持ちの方にご応募をお願い致します。 

 
 

 


