Ogaki Mini Maker Faire 2018 募集要項
主催：Ogaki Mini Maker Faire 2018 実行委員会
日程：2018
年12月1日（土）
2日（日）
申し込み方法
記入例を参考に以下の必要事項をご記入の上、エントリーフォームよりお申し込みください。
申し込みいただいた方には、一週間以内に担当者から折り返し連絡をいたします。なお、内容、
条件などによっては、主催者の判断で出展をお断りする場合もありますので、あらかじめご了承
ください。

申し込み期間：2018年8月31日（金）- 9月30日（日）
会場スペースの都合により、締切前に受付を終了することもあります。できるだけ早めに申し込
みいただきますよう、お願いいたします。応募多数の場合は、選考する場合がございます。
出展の可否については、11月上旬までにご連絡いたします。

出展費用について
［個人、コミュニティ、教育機関の物販を行わない出展］（出展区分: Maker）は無料です。ま
た、［個人、コミュニティ、教育機関でもブース内で物販を行う場合］（出展区分: C
 ommercial
Maker）は、1ブースにつき、出展費用10,800円（税込）をご負担いただきます。営利団体（企
業）名義で出展する場合には、1ブースにつき、出展費用54,000円（税込）をご負担いただきま
す。お支払い方法は出展確定後にご案内します。
※ 原則、1ブースにつき長机1脚（長1800×幅450×高700程度）とし、その後、長机1脚追加ごと
に16,200円（税込）が追加となります。詳しくは担当（entry-ommf［at］ml.iamas.ac.jp.）ま
で、お問い合わせください。折り返し一週間以内に詳細を連絡させていただきます。Makerで
の出展の場合は、机の追加をすることができません。必要な場合は出展の区分を変更してくだ
さい。
・ Maker（物販を行わない 個人/教育機関/コミュニティ）→無料
・ Commercial Maker（物販を行う 個人/教育機関/コミュニティ）→1ブース10,800円
・ 企業出展→1ブース 54,000円
・ 長机の追加は、1脚ごとに 16,200円（Commercial Maker、企業出展のみ可能）
・ Maker出展の場合、長机は1脚までとなり、追加はできません。作品の都合上、展示スペー
スに問題がある場合は（entry-ommf［at］ml.iamas.jp）までご連絡ください。

ブースでの販売について
自作キットやガジェット類などの販売は大歓迎です。販売を行う場合は、Commercial Makerと
して事前にエントリーしてください。ただし、売買に関する出展者、参加者間のトラブルに関
して主催者は一切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。

その他
1. 出
 展は必ず2日間行ってください。
2. 会場の電源容量の都合により、コーヒーメーカーなど多くの電力を使用する展示に関して
は、ご相談させていただく場合があります。ご了承ください。
3. 出展に関する機材及び消耗品の貸し出しは行っておりません。（モニタ、プロジェクタ、
電源ケーブ等、他テープ類の消耗品等）
4. デモや作品展示において、長机以外のスペースが必要な方は、事前にご連絡下さい。出来
る限り対応いたします。
出展に関する詳細については、出展確定後にお送りする出展者マニュアルでお知らせいたしま
す。
ご不明な点、出展に関するご希望などは担当者（entry-ommf［at］ml.iamas.ac.jp）までお気軽に
お問い合わせください。できるだけ柔軟に対応したいと思います。
たくさんの皆さんの出展をお待ちしています！

Ogaki Mini Maker Faire 2018 エントリーフォームの入力について
1. 参加者名（グループ名も可能）
※ウェブサイト、当日パンフレットに出展者として掲載される名前です。
※企業出展の場合は、その旨もお知らせください。

2. 出展区分
・ Maker（物販を行わない個人/教育機関/コミュニティ）
・ Commercial Maker（物販を行う個人/教育機関/コミュニティ）
・ 企業出展

3. 出展タイトル
※プロジェクト名、作品タイトル、またはプレゼンテーションタイトル
※こちらのタイトルも、ウェブサイトや当日パンフレット等で紹介されます。

4. 出展カテゴリー
※展示、プレゼンテーション、ワークショップ、 ライブパフォーマンス、電子工作、ロボット、
クラフト、食 ,etc.（複数回答可）
出展カテゴリーについて
1. 展示
展示は、あらかじめ申し込んでいただいたスペース（基本は会議用の長机1脚）に制
作したものを展示して、デモンストレーション、参加者への説明を行っていただきま
す。自作乗り物などは屋外の展示も可能です。屋外展示は、雨天の場合、可能な限り
屋内での展示に切り替えていただけるよう配慮いたしますが、状況により不可能な場
合は展示を中止していただく場合もあります。
2. プレゼンテーション
作品・活動について20分間のプレゼンテーションを行っていただきます。PC、プロ
ジェクタの使用も可能です。プレゼンテーションに関しては、1日あたり「先着5から
7組」応募多数の場合は、抽選とさせていただきます。
3. ワークショップ
ワークショップエリアで、来場者を対象にした実際に何かを作るワークショップを
行っていただきます。内容、人数、時間などはご相談ください。
4. その他
展示、プレゼンテーション、ワークショップなど複数への申し込みも可能です（これ
までも多くの出展者の方がプレゼンテーションで作品・活動の概要を説明し、展示ス
ペースで展示されていました）。その場合は、「展示、プレゼンテーション」として
お申し込みください。また上記に当てはまらないような展示、ライブパフォーマンス
（サウンドイベント）などにも柔軟に対応したいと思います。詳しくはご連絡くださ
い。

5. プレゼンテーションとワークショップ
プレゼンテーションエリアでのプレゼンを希望の場合は（有）のチェックをお願いいたします。
上記の通り1日「先着5から7組」応募多数の場合は、抽選とさせていただきます。
ワークショップエリアでのワークショップを希望する場合は、希望する所要時間、人数、対象、
内容について詳しく記入してください。

6. 出展内容の紹介文（200字〜300文字）
出展内容がわかるように、具体的に記入してください。
ここに記入していただいた内容を、そのままウェブサイトでの告知などに使用します（表記や改
行など一部原稿を修正する場合もあります。また300文字を超えた場合は、主催者側で編集したも
のを掲載します。ご了承ください）。

7. サイトに掲載可能な写真1~2点のURL
使用可能なURLをお送りください。web等の広報に使用可能な写真をご用意ください。
※デザインやレイアウトの都合上、トリミングして使用する場合がございます。
※画像サイズは長辺が1600ピクセル以上のものをご用意ください。
※写真に対するクレジットの表示が必要な画像はご遠慮ください。

8. ウェブサイト、プロジェクトのURL
YouTubeのリンクなど、動画で作品の紹介を行ったURL等も歓迎します。OMMF 2018のウェブサ
イトで紹介可能なURLをお知らせください。

9. 代表者氏名
10. 代表者連絡先（メールアドレス、携帯番号、住所 ）
すべての情報が必須です。

11. 必要なスペース（展示の場合）
基本は長机1脚です。作品に応じて展示スペースが必要な場合はお知らせください（ご希望に添え
ない場合もありますので、ご了承ください）。Makerでの出展の場合、机の追加はできません。な
お「天吊り」等の作品を設置する設備は出展者ご自身でご用意ください。消耗品や機材の貸し出
しも行っておりません。

12. 必要な椅子の数
お申し込みいただいた人数を元に椅子を準備します（指定のない場合は2つ）。

13. 近い場所で出展したい他の出展者
展示の内容が関連している、もしくは休憩時間にブースの留守番をお願いしたいというような理
由で、近くで出展されたい方がいらっしゃる場合、お知らせください。（ご希望に添えない場合
もあります。ご了承ください）

14. 出展スペースの「明るさ」と「音」について
作品展示の都合上「暗い場所」を希望する方はお知らせください。また完全な暗室までは必要な
いもののある程度の暗さを必要とする場合は、必要な「覆い」をご持参いただくようお願いしま
す。また、静かな場所をご希望の方もお知らせください。ただし基本的には広いフロアで多くの
出展者の方と一緒に展示を行っていただきますので、ご希望に添えないことも多いかと思いま
す。出展スペースの明るさ、音に関してご要望をいただいた場合には、メイン会場から離れた場
所に展示スペースを設けさせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。

15. 持ち込む予定の機材、作品
作品の数や、使用する機材等を全てお知らせください。台数、サイズが大きいものはサイズも明
記してください。
はんだごて等の高温になる器具、高電圧で動くもの、工作機械、ドローンやバルーンなどの飛行
物体、無線を使うもの、食品、水などを持ち込む場合は、必ず記入してください。

16. 必要な電源
必要な電源、総電気使用量をお知らせください。
記入例：電源100V、1口、総電気使用量100W

17. 搬入方法
前日11/30（金）午後（14:00〜19:30）、または当日12/1（土）の午前中（9:00〜11:30）に「手持
ち」で行っていただきます。「手持ちが困難な搬入物がある場合のみ」先着40台まで自動車を
使った搬入も可能です。必ず事前に駐車場の使用を申し込んでいただき、主催者の許可を得てく
ださい。許可を得ていない車でのご来場は固くお断りします。また、宅配便で直接会場に前日到
着指定で荷物を送ることも可能です。宅急便での荷物送付及び、駐車場の使用許可手続きについ
ての詳細は後ほど配布する出展マニュアルをご覧ください。※ナマモノや、動植物の受け取りは
いたしません。ご遠慮ください。

重要事項の確認
事故防止のため、以下の重要事項を必ずお読みください。ご理解とご了承をいただき、同意のう
えお申し込みください。
●
●
●
●

必要な電源口数、総電気使用量は後で変更することはできません。申請したワット数以内
で電気を使用してください。
発熱するものを取り扱う場合は、可燃物を近くに置かない、無人の場合は電源オフにする
等、火災や事故が起きないよう安全に配慮してください。
発火や爆発するおそれのある機器や薬品をもちこまないでください。
内容や要望にあわせて会場を設計いたしますので、応募した内容と異なることを行わない
ようにしてください。

個人情報の取り扱いについて
フォームからエントリー頂いた個人情報は、「岐阜県個人情報保護条例」の基準に準じ、Ogaki
Mini Maker Faire 2018実行委員会事務局が取り扱い、Ogaki Mini Maker Faire 以外の目的には使用
はいたしません。ただし、下記の情報については、今後のイベント、出版物などの案内のため共
催する（株）オライリー・ジャパンと情報共有するとともに、（株）オライリー・ジャパンを通
じて、米国Maker Media.Incへ提供されます。ご理解とご了承をいただき、同意のうえお申し込み
ください。
・参加者名・出展タイトル・出展内容・ウェブサイトＵＲＬ・メールアドレス代表者の・代表者
の氏名・住所・電話番号

Ogaki Mini Maker Faire 2018
エントリーフォーム 記入例
出展申し込み記入例
1. 参加者名（グループ名も可能）
チーム OGAKI 工作部

2. 出展区分（Maker、Commercial Maker、企業）
Maker（物販を行わない個人/教育機関/コミュニティ）

3. 出展タイトル、プレゼンテーションタイトル
大垣の街プロジェクト

4. 出展カテゴリー（展示、プレゼンテーション、ワークショップ、その他）
展示、プレゼンテーション、ワークショップ（ワークショップエリア）、電子工作

5-1. プレゼンテーション（プレゼンテーションエリア）
有

5-2. ワークショップ（ワークショップエリア）
主に小学生〜中学生向けにヌートリアのキーホルダーを作るワークショップを行います。
所要時間は45分間で、最大8人までご参加頂けます。
簡単なハンダ付けを行いますので100wの電源が必要になります。

6. 出展内容の紹介文（200〜300文字）
大垣市内の水辺に生息している大型のねずみ「ヌートリア」の巣をモチーフにした、
小さな生き物の巣を展示します。巣を外側からノックすると、なかの生き物が動きます。
気軽に参加できる電子工作ワークショップや、チームOGAKIの主な活動内容を紹介する
プレゼンテーションも実施いたします。
子供から大人まで楽しめる内容となりますのでふるってご参加ください。

7. サイトに掲載可能な写真1〜2点のURL
https://www.flickr.com/gp/124673954@N02/aLF66G

8. ウェブサイト、プロジェクトのURL（もしあれば）
https://youtu.be/uqlwGkVA1qQ

9. 代表者氏名
大垣太郎

10_1. 代表者メールアドレス
entry-ommf［アット］ml.iamas.ac.jp

10_2. 代表者携帯番号
090-xxxx-xxxx

10_3. 代表者住所
岐阜県大垣市加賀野4-1-7

11. 必要なスペース（展示の場合）
長机1脚 作品デモのため、長机の前に2m×3mのスペースが欲しいです。等

12. 椅子の数
6脚

13. 近い場所で出展したい他の出展者（グループ）がある場合はお知らせ下さい。
休憩時間の番をお願いするため、手芸で参加する予定の○○さんの近くを希望します。

14_1. 出展スペースの「明るさ」について
特になし／暗い場所を希望 など

14_2. 出展スペースの音環境について
小さな音を発しますが、広い展示スペースなら隣のブースの人は気にならない程度です。
（できるだけ静かな場所を希望／音は発しません。隣の音も展示には影響しません など）

15. 持ち込む機材の予定
ノートPC１台、PC用スピーカー１ペア、枯枝と草などを使用した作品

16. 必要な電源
合計200W、2口 など

17. 搬入方法
手持ち
（前日に車で搬入を希望します／宅急便で前日に会場に送ります など）

その他特記事項等
特になし
（展示場所でのワークショップを開催したいと思います など）

