モデラーズクラブの皆様へ
2022 年 2 月吉日
静岡模型教材協同組合
事務局 宮島一孝

第 31 回モデラーズクラブ合同作品展につきまして
余寒の候、貴クラブにおかれましては、ますますご隆盛のこととお喜び申し上げます。
年明け早々、新型コロナウイルス・オミクロン変異株の感染急拡大により、全国的にまん延
防止等重点措置が適用されるなど、今年も新型コロナに振り回される幕開けとなりました。
こうした状況ではありますが、第 60 回静岡ホビーショーにつきましては開催時期である 5
月には感染状況が落ち着いていることを前提に業者招待日のみならず「小中高校生招待日」
「一般公開日」
「モデラーズクラブ合同作品展」の 5 日間開催を目指し準備を進めて参りま
す。開催にあたり新型コロナウイルス感染症対策を万全なものとすべく、モデラーズクラブ
合同作品展も従来通りのやり方から大幅な変更をお願いせざるをえない状況です。
モデラーズクラブの皆様におかれましては、これまでよりも厳しい条件でのご参加のご検討
をお願いすることになりますが、何卒ご理解のほどお願いいたします。

第３１回モデラーズクラブ合同作品展開催概要
イベント名

第 31 回モデラーズクラブ合同展示会

主催

静岡模型教材協同組合

会場

ツインメッセ静岡南館・西館

参加対象

2020 年（開催中止）に参加申請頂いた国内のクラブの皆様

開催日程

5 月 13 日（金）
9:00～18:00

小中高校生招待日（ご希望によりこの日から
の展示も可能です。）

5 月 14 日（土）
9:00～17:00

一般公開日

5 月 15 日（日）
9:00～16:00

一般公開日

5 月 13 日（金）早朝

6:00～8:30（搬入・展示・見学）

5 月 13 日（金）昼間

15:00～18:00（搬入・展示・見学）

5 月 13 日（金）夜間

19:00～21:00（搬入・展示のみ）

5 月 14 日（土）早朝

6:30～9:00

作品搬入日時

交流パーティー

新型コロナ感染対策上、今回は開催しません。

出展料

今回から出展料を頂くことになりました。
※展示スペースにより 2,500 円・5,000 円（税抜）

展示スペース

3600×900mm または 1,800×900mm（島状ブースは無し）
※勝手ながら主催者より参加クラブへ指定させて頂きます。
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●2020 年（開催中止）に参加申請いただいたクラブの皆様（国内クラブ）を対象
開催中止となりました「第 31 回モデラーズクラブ合同作品展」へ参加申請いただいた国内
のクラブの皆様を対象に参加募集いたします。※3 月 1 日（火）締め切り
ご参加の皆様の作品搬入・展示準備について
●5 月 13 日（金）「小・中・高校生招待日」
搬入・展示・静岡ホビーショー会場見学も可能です。
静岡県内を対象とした「小中高校生招待日」開催日からの展示・見学もご希望により可能で
す。ご希望の場合は下記日時にて搬入をお願いいたします。
① 開場前の搬入時間 搬入時間 6:00～8:30
搬入後、展示準備を行ってください。見学は開場後となります。
② 開場後の搬入・静岡ホビーショー会場見学

搬入時間

15:00～18:00

15:00～18:00 の搬入・見学も可能です。（ただし、駐車場の確保が困難な為、
ツインメッセ静岡立体駐車場など各自でご検討ください。）
搬入後、展示作業を行ってください。見学は 18:00 までとなります。
学校主催のクラブの皆様は夜間の搬入を避け、13 日（金）この時間での搬入をご検討く
ださい。
③ 閉場後、開催前日夜間搬入 19:00～21;00
前日夜間の搬入時間につきましては例年よりも早く 19 時からの展示準備が可能です。
●5 月 14 日（土）～15 日（日）当日の作品搬入
作品搬入：5 月 14 日(土)

6:30～9:00

●「交流パーティー」は開催いたしません。
今年は新型コロナウイルス感染対策上、例年開催しております「交流パーティー」は開催を
行いませんのでご了承のほどお願いいたします。
●展示スペースは主催者指定サイズにてお願いします。
今回は新型コロナウイルス感染症対策の一環として「通路幅 3m 以上」
「クラブ間の距離を
1m 空ける」条件を満たすべく会場レイアウトを検討します。2020 年度（開催中止）にお
申込み頂いたクラブの皆様（国内のみ）全ての受け入れを想定した場合、これまで通り展示
スペースのご希望を伺うことが困難なため、誠に勝手ながら今回は下記テーブルサイズのみ
とさせて頂きます。（別紙リストにてクラブにお願いする展示スペースを記載しましたので
ご確認ください。）
今回展示スペースサイズ
3,600×900mm
座席 4 人分
1,800×900mm
座席 2 人分

対象のクラブ
2020 年お申込みが
「島状」
、「3,600×900mm」のクラブの皆様
2020 年お申込みが
「2,700×900mm」、
「1,800×900mm」のクラブの皆様
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※座席数は 2 人～4 人となります。場内の密を避けるためクラブ員の皆様交代で展示説明、
ご見学、休息をお願いいたします。
※2020 年申請時に「島状」
「2,700×900mm」をご希望のクラブの皆様におかれまして
は、今回大変厳しい条件でのご参加のお願いとなりますが、新型コロナ対策ガイドラインを
満たしつつ、全てのクラブの皆様のご参加が可能な展示会を目指しておりますので、何卒ご
理解・ご協力のほどお願い申し上げます。
※主催者指定サイズ「3,600×900mm」の皆様につきましては「1,800×900mm」へ
（縮小）変更をご希望の場合は、お申込書（WEB フォーム）
「その他ご連絡事項」にその旨
ご記載お願いいたします。
●今年より「出展料」を頂きます。
モデラーズクラブ合同作品展につきましては第一回目より「出展料無料」にて運営を続けて
参りましたが、年々開催規模拡大に伴う経費と新型コロナウイルス感染症対策にかかる経費
の増大から運営が厳しい状況となりました。誠に申し訳ございませんが、今年から下記「出
展料」を頂きたくお願いいたします。
展示スペース：3600×900mm 5,000 円（税抜）
展示スペース：1800×900mm 2,500 円（税抜）
※振込手数料もご負担をお願いいたします。
お支払方法につきましては参加お申し込み後にご案内いたします。
●作品について
プラモデルなどの手作り模型であればジャンルは問いません。ただし模型愛好家のみを対
象とした催し物と違い、親子連れなど数多くの子どもたちにご来場頂くこともご考慮頂きた
く、例えば成人向けフィギュア等公序良俗に反すると思われる作品や他人を中傷する表現、
その他主催者の判断で不適切と思われる作品の展示はお断りします。子どもたちや一般のお
客様にも模型の楽しさを伝えるという意義をぜひご理解頂き、各クラブ代表の方は展示作品
に気を配って頂ければ幸いです。
●電源コンセントについて
コンセントの設置につきましてはコスト上昇の為、誠に恐縮ですが今回から 1 クラブ最大
2 個（差込口 4 口）とさせて頂きます。※これ以上は有料にて対応させて頂きますのでご
相談ください。
●白熱電球は使用しないでください。
白熱電球につきましては、火災に繋がるリスクが有りますので LED 電球など火災のリスク
の少ない照明をご使用ください。
●危険物の持ち込みはお断りします。
消防法に定められた危険物（火災を発生させる危険性の高い物質）の持ち込みは禁止します。
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●開催期間中の展示品の管理について
展示作品の管理は各クラブでお願いします。展示作品の管理および説明員として各クラブ 3
名以上のメンバーでご参加ください。また、常時最低１名の方がブースに残るようにしてく
ださい。開催期間中は会場内が非常に混雑しますので、ご来場者が意図せずに作品を破損し
てしまうなどのリスクもご理解の上、展示作品の管理をお願い申し上げます。
●会場配布パンフレット＆ウェブサイトでのクラブ紹介
前回同様、会場でパンフレットを配布、ウェブサイトでのクラブ紹介を行いますので、情報
提供をお願いします。クラブリストを五十音順にレイアウトします。通称や別名をお持ちの
クラブはクラブ名だけの主な読み方を申込用紙（入力フォーム）に記入（入力）してくださ
い（例：T.M.C. 読み＝タミヤモデラーズクラブ）。クラブのアピールを全角９０文字以内
で（字数を厳守してください）、また活動の中心となっている地域も記入（入力）してくだ
さい。（例：関東地方、静岡県静岡市）インターネットを中心としたクラブは“インターネ
ット”または“SNS”と記入してください。またパンフレット記載と同内容の情報（クラブ
名、クラブアピール文章、クラブウェブサイトへのリンク）を静岡ホビーショーウェブサイ
トにも掲載致しますので、クラブ公式サイトをお持ちの場合はその URL ご記載もよろしく
お願い致します。
●クラブ控え室 ツインメッセ静岡 4 階会議室（予定）
合同作品展開催中の休憩や食事などクラブの方々専用の部屋をツインメッセ静岡 4 階会議
室（予定）に準備します。なお、展示会場での飲食や仮眠、展示会場や控え室での物品の販
売は固くお断りいたします。
●荷物の事前・事後送付について
例年通り、遠方よりご参加のクラブは、展示用備品などかさばる荷物を事前にお送りいただ
き、当日まで事務局で保管することも可能です。事前の荷物の送付と終了後の荷物の配送に
関しては佐川急便様に依頼する予定です。
・事前に荷物の配送を申請されたクラブには「佐川急便モデラーズクラブ専用の元払い伝票」
を送りますので、期日までに最寄りの佐川急便営業所に持ちこんで発送頂く方法になります。
（詳細は後日ご案内）お送りいただいた荷物については、搬入時にモデラーズクラブ合同展
受付におたずねください。
・合同作品展終了後の荷物の配送につきましては、着払いにてツインメッセ静岡内の佐川急
便臨時集配所にて発送を受け付けます。伝票は臨時集配所または合同展受付にご用意いたし
ます。
●ジャンル別エリア分け
展示会場で少しでも作品を鑑賞しやすくするため、昨年同様、ジャンル別におおまかにエリ
ア分けしたブース配置を計画しています。ご希望のエリアを１個だけ申込用紙に記入（入力）
してください。
4

●駐車場について
駐車場につきましては現在、静岡市行政の協力を仰ぎ、様々な場所の確保に向けて準備を進
めておりますが、例年ご要望にお応え出来ない状況が続いています。こうした状況から当日
はできるだけクラブ員同士乗り合わせてご来場ください。
●ツインメッセ静岡制限人数・入場管理について
会場となるツインメッセ静岡では 2021 年 11 月１日から当面の間、新型コロナウイルス
感染症対策として「大声での歓声・声援等がないことを前提とする催事」においては、次項
の制限が定められています。
大声での歓声・声援がないことを

面積

通常時上限収容人数

北館

5,000 ㎡

6,000 人

5,000 人

南館

5,400 ㎡

6,500 人

5,000 人

西館

600 ㎡

600 人

600 人

前提としうる催事

※「制限人数 5,000 人」は、ピーク時に 5,000 人を超えない状態を意味します。例とし
て、午前中 5,000 人、午後 5,000 人の計 10,000 人のイベントは制限の範囲内です。
※今後の新型コロナ感染状況により制限人数が変動する場合がございます。
※静岡ホビーショー全日程を通じて各館の入・退場者数のカウントを行い、常に滞留者が制
限人数を超えないよう入場管理を行います。（館内の混雑状況により制限人数よりも少ない
人数で入場規制を行う場合もございます。）
※モデラーズクラブ合同作品展メンバーの皆様には事前に参加人数とご連絡担当者をお知
らせ頂きます。
※モデラーズクラブの皆様は南館、西館常駐人数として一般の予約枠から除外し後日配付
予定の「名札」（オリーブ色）を入館許可証とします。（個別に事前 WEB 予約は不要）
※開催前日までに日別の参加者名簿を作成し、感染者が出た場合には参加者にご連絡可能な
体制づくりをお願いします。（主催者への事前の名簿の提出は不要ですが、クラスター発生
時に保健所等行政機関へ提出を求められた場合にご提出をお願いする場合もございます。
閉幕後 3 週間は保管をお願いいたします。）
●開催当日の入館方法について
搬入日と開催当日は事前に配布する「名札」（オリーブ色）をご用意いただき、入館の際に
はマスク（不織布）の着用、名札の提示と非接触型検温器による体温チェック、手指のアル
コール消毒を経てご入館ください。（検温コーナーにて検温後日別色違いのシールを名札に
貼ります。このシールが貼られていない場合は未検温として入館出来ませんのでご注意くだ
さい。）
●ご来場にあたり（新型コロナ感染症対策）
※ご出発前に各自ご自宅で検温頂き、37.5 度以上の発熱がある場合、息苦しさ・強いだる
さや軽度でも咳・咽頭痛がある場合は入館をお断りする場合がございますので、当日のご出
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発を取りやめて頂くようにお願い致します。
※過去 14 日以内に政府からの入国制限等されている国及び地域等への渡航歴がある方、ま
たは当該在住者との濃厚接触がある方のご来場はご遠慮ください。
※移動に際しての交通手段や移動の際の「新しい生活様式」に基づく行動の徹底に配慮して
ください。
※スマホ所有の皆様には厚生労働省から令和 2 年 6 月 19 日に運用開始された「新型コロ
ナウイルス接触確認アプリ」（COCOA）のご利用をお願い致します。

※入館に際しては不織布のマスク（ウレタンや布製はＮＧ）の着用が義務付けられておりま
すのでご出発前にご用意をお願い致します。（お持ちでない方には主催者より配布します。）
●ご参加お申込み方法
これまで記載した通り、今回は開催方法に大幅な変更（展示スペースの指定、出展料ご負担）
がございますことご理解の上、ご検討くださいますようお願いいたします。
なお、相変わらず新型コロナウイルスにつきましては先行き不透明な状況ですので、感染時
に重症化リスクの高い基礎疾患をお持ちの方などは決して無理をされないようにお願いい
たします。
参加お申込みは別紙お申込書にご記載頂き郵送頂くか、下記ウェブサイトにてお申込みをお
願いします。

お申込みの締め切り：2022 年３月 1 日（火）
■ウェブサイトからのお申込み
お申込み専用 WEB サイト
https://www.hobby-shizuoka.com/modelers2022/
■スマホでお申込みフォーム

■郵送でのお申込み（別紙お申込み用紙にご記入下さい。）※FAX でも可能です。
〒422-8610 静岡県静岡市駿河区恩田原 3-7
静岡模型教材協同組合 事務局
TEL：054-287-5931 FAX：054-287-5930
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