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2018

近年、住宅及び住宅市場をとりまく環境は大きく変わっています。

ライフスタイルの多様化や、安全・安心、健康、環境などへの関心の高まりを受け、北海道における住宅関連産業の更なる活性化と、良質かつ理想的な

住環境の取得を目指す消費者との橋渡しの場として、2015年より総合的な住宅・生活関連情報のイベントである 「道新 住まいと暮らしのフェア」 を開催、

2017年では、5月20日（土）・21日（日）の2日間に渡って開催をいたしました。

イベント当日は両日とも好天に恵まれ、2日間合計で 11,500名 を超える市民の皆さまにご来場をいただき、多くの方々に住宅や住まいに関わる生活に

役立つ、よりよい情報を提供できたものと考えております。

つきましては、2018年度におきましても、住宅および住まいに関わる生活関連産業をご展開される各社様と消費者との接点を創出する場として、

来る 2018年5月19日（土）・20日（日） に、「道新 住まいと暮らしのフェア 2018」 の開催をさせていただくこととなりました。

消費増税を翌年の2019年（予定）に控え、住生活に関わる環境の変化や情報を捉え、住宅取得計画者層、住宅リフォーム検討者層に向けたこれから

の＜北海道の住まいと暮らし＞の新しいスタイルづくりをイベントを通じて発信していけるよう、引き続き目指してまいります。

以上、何卒主旨ご賢察の上、本イベントへのご参画をご検討いただきますよう、お願い申しあげます。
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2018 2017年度 開催時プレビュー 3

2017/5/20～21
来場者数

11,505名
（2016年開催時比117％）

① ② ③

④

①開場前から入場ゲート前は長蛇の列が。開場と同時に多くのお客様がお目当ての展示やアトラクションに一直線。
②会場は天井高がある道内屈指の施設。出展ゾーン、アミューズメントゾーンを設置し、来場者は回遊が可能。
③出展ゾーンの各社ブースでは趣向をこらした展示やプレゼンテーションで、商品やサービスを来場者にＰＲ。
④「キャラクターショー」では、用意した座席に座りきれず立ち見が出るほど。お子様を中心に大盛り上がりのステージに。
⑤札幌市内の有名パン店10店が販売を行った「パンフェスタinつどーむ」。来場者の多くはその場で飲食し、場内の滞在時間を高めた。
⑥アミューズメントゾーンでは、生活応援ディスプレイとして、車両展示、アウトドアグッズの展示も実施。男性客へのアピールを行なった。

●2017年度 開催時の出展団体 様

⑤ ⑥



2018 開催概要案

◇会 期 2018年5月19日（土）～20日（日） （設営日＝5月17日～18日）

開催時間：10:00～17:00 （20日は ～16:00）

◇会 場 札幌市スポーツ交流施設 コミュニティドーム（愛称：「つどーむ」)

◇住 所 札幌市東区栄町885番地1

◇主 催 北海道新聞社

◇共 催 北海道文化放送、テレビ北海道、エフエム北海道

（上記は2017年開催時。現在調整中）

◇後 援 国土交通省北海道開発局、北海道、札幌市、北海道建築指導センター、

住宅金融支援機構北海道支店、北海道住宅通信社

（上記は2017年開催時。現在調整中）

◇出展対象企業 住宅メーカー、住宅設備メーカー、リフォーム会社、建築資材関連商社、

不動産会社、エネルギー関連事業社、金融機関、

その他住宅および暮らし関連業種

◇実施可能内容 商品展示・自社サービス訴求・商談・販売（事前申請制）・相談会の開催など

◇入場料/来場目標 入場無料 / 10,000名程度の来場を想定

※2017年開催時来場者数＝2日間合計11,505名

道新 住まいと暮らしのフェア 2018

■「つどーむ」は、 1997年5月に完成した札幌市東区に所在する全天候型のスポー
ツ交流施設です。野球場、サッカー場などのスポーツ利用はもちろん、さっぽろ雪まつり
をはじめ、展示会やコンサート、イベントなど、年間を通して利用されています。アクセス
は札幌市営地下鉄東豊線「栄町」2番出口下車徒歩8分。 駐車場も豊富に備え
ています。
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2018 会場構成案

②

②

②

②

①

③

③

③

メイン通路

①メインステージ

「キャラクターショー」などのステージを活用した
様々なメニューでイベントの賑わいを作り、来場
者の満足度を高めます。

②出展ゾーン

ご出展いただく企業様の展示スペースとなります。

③アミューズメントゾーン

飲食コンテンツである
「パンフェスティバルinつどーむ」
遊具コンテンツである
「ふわふわアドベンチャー」
などを設置することで、来場者の会場滞在時
間のアップ、回遊機会を高めます。

※上記は現時点の構成案です。実際のエリアの設置場所および内容は変更になる可能性がございます。
あらかじめご了承をお願いいたします。

①メインステージ ②出展ゾーン ③アミューズメントゾーン

●実施イメージ （2017年開催時のモニター画像より）
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2018 コンテンツ展開案

キャラクターショー
前回は「アンパンマン」と「宇宙戦
隊キュウレジャー」が登場。開場前
から長蛇の列となる、お子さま大
人気のアトラクションショー！

住宅関連セミナー
前回は「新築・リフォームセミナー
～かたづけ目線の家づくり～」と
「住宅に関わるお金セミナー」の
２つのセミナーを開催しました。

「模擬上棟式」
餅まき大会

パンフェスタ in つどーむ ふわふわワンダーランド スタンプラリー抽選会

無料ドリンクコーナー

①
メ
イ
ン
ス
テ
ー
ジ

③
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
ゾ
ー
ン

道産木材コーナー
＆プレイランド

協賛社ＰＲタイム
（Ａプラン協賛のみ）

ＫＩＤ‘Ｓ写真撮影会

ＡＩＲ-Ｇ‘
リクエストタイム

ちびっこ大工さん
体験ワークショップ

※上記は現時点の展開案となっており、予告なく実施内容が変更になる可能性がございます。あらかじめご了承をお願いいたします。

来場者誘引/滞留に寄与し、住まいへの興味を喚起させるコンテンツを実施します。

ＦＭ北海道の人気パーソナリティー
が会場から寄せられたリクエスト曲を
放送、会場を盛り上げます。

空気で膨らませた大型の「ふわふ
わ遊具」を複数設置。お子さま大
喜びの人気アトラクションです（有
料）。

上棟式を学び、雰囲気を体験。
お餅とお菓子を景気よくステージ
から振る舞います。

協賛社による、自社製品やサービ
ス、ブース誘客のためのPRをして
いただきます。

プロカメラマンによる写真撮影会を
実施！モデルに採用されれば、北
海道マイホームセンターの広告とし
て道新に掲載される可能性も。

道産木材を身近に感じてもらえる、
木の展示や教えてもらいながら作
る木工体験コーナーが人気です。

札幌市内の行列ができる有名パ
ン店が一同に介し、人気商品を
販売します。奥様に大人気のコン
テンツ。

来場者サービスの一環としてジュー
ス、お茶などのソフトドリンクを紙コッ
プにて無料提供します。

場内に複数設置するスタンプを全
て押すと、豪華賞品が当たる抽選
会に参加できます。ドキドキの「ガラ
ポン抽選」の前は長蛇の列に。

お子さまを対象とした大工さんのお
仕事を体験できるワークショップを
開催します。
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ゲストによるトークショー
前回は札幌在住の女優・タレントの
千堂あきほさんによるトークショーを
実施。ご自分のお住まいや日ごろの
暮らしについてお話を聞きました。

生活応援ディスプレイ
前回は自動車やキャンプ用品など、
男性やファミリーに興味・関心の高
い商品を展示。来場促進に寄与
し、会場滞在時間を増やすことを
目指します。



2018 メディア展開案

北海道新聞紙面を核に様々なメディアを通じてイベント開催情報の発信を行います。

テレビ ラジオ

他、ポスター・チラシの制作、市内
中心部での貼付・設置を予定して
います。また、当日会場にてイベン
トプログラムを配布いたします。

新聞記事/新聞広告

テレビコマーシャル

ラジオコマーシャル

オントナ
あんふぁん(北海道版)

広告

フリーペーパー等

※上記は現時点の展開案となっており、予告なく実施内容が変更になる場合がございます。あらかじめご了承をお願いいたします。
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2018

Ａ プラン
北海道新聞
新聞広告

新聞セット①
（朝刊札幌本社版 全15段カラー広告）
新聞セット②
（朝刊札幌本社版 全5段カラー広告）

渡し形状／
協賛メリット

・土間渡し（展示スペースの造作費は別途）
・両日実施するステージでのＰＲタイムでの登壇がセットされています。
・北海道新聞でのイベント開催広告内に出展企業として貴社社名ロゴ
を掲載します（朝刊２回以上）
・ポスター、チラシに出展企業として貴社社名ロゴを掲出します

Ｂ プラン

出展メニュー（ブース基本情報） 8

●新聞セット①●展示スペース

全5段カラー広告
天地170ｍｍ/
左右382ｍｍ

展示スペース 12小間分（約108㎡） 展示スペース ６小間分（約54㎡）

北海道新聞
新聞広告

新聞セット①
（朝刊札幌本社版 全15段カラー広告）
新聞セット②
（朝刊札幌本社版 全5段カラー広告）

渡し形状／
協賛メリット

・土間渡し（展示スペースの造作費は別途）
・北海道新聞でのイベント開催広告内に出展企業として貴社名を掲載
します（朝刊２回以上/書体指定ナシ）
・ポスター、チラシに出展企業として貴社名を掲出します（書体指定ナ
シ）

●新聞セット①●展示スペース

900cm

全15段カラー広告
天地514ｍｍ/
左右382ｍｍ

全5段カラー広告
天地170ｍｍ/
左右382ｍｍ

600cm

●新聞セット②

or

■ステージでのPRタイムについて、タイムスケジュールは調整の上、決定させていただきます。

900cm
1200cm

全15段カラー広告
天地514ｍｍ/
左右382ｍｍ ●新聞セット②

or



2018

Ｃ4プラン－新聞セット Ｃ プラン

出展メニュー（ブース基本情報） 9

展示スペース
４小間分（約36㎡）

北海道新聞
新聞広告

新聞セット
（朝刊札幌本社版 5段1/2モノクロ広告）

渡し形状／
協賛メリット

・ブース渡し（付帯設備は下記参照。展示スペースの造作費は別途）
・北海道新聞でのイベント開催広告内に出展企業として貴社名を掲載
します（朝刊２回以上/書体指定ナシ）
・ポスター、チラシに出展企業として貴社名を掲出します（書体指定ナ
シ）

●展示スペース

5段1/2モノクロ広告
天地170ｍｍ/
左右190ｍｍ

●新聞セット
●展示スペース

北海道新聞
新聞広告 なし

渡し形状／
協賛メリット

・ブース渡し（付帯設備は下記参照。展示スペースの造作費は別途）
・北海道新聞でのイベント開催広告内に出展企業として貴社名を掲載
します（朝刊２回以上/書体指定ナシ）
・ポスター、チラシに出展企業として貴社名を掲出します（書体指定ナ
シ）

展示スペース
１小間分（約９㎡） ※最大4連結まで可能

【付帯設備】 ※1小間の場合
・テーブル1本（W1800×D450×H700mm）
・イス2脚
・パラペット社名版（ロゴ不可）
・コンセント2口
（１ｋｗ以上電気料金は別途必要となります）
・パネルシステム（スチール製 各社共通仕様）
・パンチカーペット（各社共通仕様）
【備考】
・パネル外面（外壁）への掲示物設置不可
・スペースをはみ出しての掲示物設置不可

【付帯設備】
・テーブル4本（W1800×D450×H700mm）
・イス8脚
・パラペット社名版（ロゴ不可）
・コンセント8口（１ｋｗ以上電気料金は別途必要となります）
・パネルシステム（スチール製 各社共通仕様）
・パンチカーペット（各社共通仕様）
【備考】
・パネル外面（外壁）への掲示物設置不可
・スペースをはみ出しての掲示物設置不可

600cm
600cm

※展示ゾーンのレイアウトに
よっては、以下の連結パターン
も実施可能です。

※上記は1小間のイメージとなります。

※2小間ご利用例。



2018

Ａプラン
-新聞セット①

Ａプラン
-新聞セット②

Bプラン
-新聞セット①

Bプラン
-新聞セット②

C4プラン
-新聞セット

Cプラン
※最大4連結まで可能

展示スペース
※1小間＝約9㎡

12小間
（約108㎡）

12小間
（約108㎡）

6小間
（約54㎡）

6小間
（約54㎡）

4小間
（約36㎡）

1小間
（約9㎡）

展示スペースの渡し形状
土間形状渡し

※別途有料でブース形状渡しも可能。
ご相談ください。

土間形状渡し
※別途有料でブース形状渡しも可能。

ご相談ください。
ブース形状渡し

北海道新聞 新聞広告枠
※18年4月1日～6月30日の間で、

フリー広告出稿権の付与

札幌本社版
15段カラー

札幌本社版
5段カラー

札幌本社版
15段カラー

札幌本社版
5段カラー

札幌本社版
5段1/2モノクロ －

メインステージ
協賛社ＰＲタイム

19～20日の「協賛社PRタイム」 コーナーに
登壇いただきます

（Aプラン協賛者の一斉出演となります）
－ － － －

協賛社表記
※主催者実施の

道新本紙広告への社名の掲載
（朝刊2回以上）

○
※社名ロゴ掲載

○
※社名ロゴ掲載

○
※社名掲載

（書体指定ナシ）

○
※社名掲載

（書体指定ナシ）

○
※社名掲載

（書体指定ナシ）

○
※社名掲載

（書体指定ナシ）

協賛社表記
※ポスター、チラシへの社名の掲載

○
※社名ロゴ掲載

○
※社名ロゴ掲載

○
※社名掲載

（書体指定ナシ）

○
※社名掲載

（書体指定ナシ）

○
※社名掲載

（書体指定ナシ）

○
※社名掲載

（書体指定ナシ）

出展メニュー一覧 ※出展料金等のお問い合わせは12ﾍﾟｰｼﾞの事務局までお願い致します。 10



2018 出展規約

１．主催者から示された企画・出展要項・出展規約（細則）、出展の手
引などの各規定の遵守をお願いいたします。

２．主催者から提出を求められた書類は遅滞なくご提出をお願いいたします。
３．小間の配置及び形状については、主催者との協議にて決定させていただき

ます。割り当てられた小間の全部または一部を有償無償に関わらず第三
者に譲渡や貸与、出展社同士の相互交換はできません。

４．展示会場に適用される全ての法規（防火・各種安全に関するもの）を
遵守してください。

５．搬入・搬出期間及び会期中の規定作業時間を遵守してください。
６．自社の展示スペース及び指定されたスペース以外での営業・展示・宣伝

行為はできません。
７．音量・光量などの演出につきましては、主催者側との協議にて決定させて

いただきます。来場者及び他の出展者に迷惑を与えていると主催者が判
断した場合、その行為を中止していただく場合もございます。

８．各規定に違反した場合、もしくはその恐れがあると主催者側が判断した場
合、主催者は出展の取り消しまたは出展物の変更・撤去の措置をとらせて
いただきます。その際に発生する費用、 出展者の損害は補償しかねます
ので、ご了承ください。また、出展者から支払わられた費用も返還いたしま
せん。

９．自社の展示スペース内及び自社の製品（販促物を含む）で第三者に対
し被害を与えた場合、 主催者は一切の責任を負いません。

10. 天災及びその他の不可抗力に起因する会場の変更、または開催を中止
した場合、主催者はこれによって生じた出展社及び関係者の損害は補償
しません。

11. 自社の展示スペース内などにおいて「個人情報」を取得する場合、個人情
報保護法および関連法令を遵守し、適法かつ適切な取得をお願いします。
※主催者・運営事務局からの個人情報等についての開示はございません。

12. 会場内での商談・販売・契約行為は可能ですが、商品販売については、
イベント趣旨に合致した商品の販売および法令を遵守した販売方法に制
限をさせていただきます。よって、販売希望商品については事前に申請をい
ただき、主催者が認めた商品以外の販売はできませんので予めご了承をお
願いいたします。
なお、食品等の販売については所轄保健所等への事前届出、許可が必
要な場合がございます。その際の届出等作業は各出展社様にてお願いを
いたします。

13. 主催者もしくは運営事務局の判断により、本イベントにそぐわないと判断し
た出展内容につきましては、お申込をお断りする場合もございます。予めご
了承下さい。

＜出展に際しての事前注意事項＞
・小間での高さは、消防法等の関係上3.6メートル以内での造作・設置となりま
す。

・イベント会場が丘珠空港に隣接しており、空港サイドからの要請により、ヘリウ
ムガス注入の有無を問わず、風船を来場者にお配りすることはできません。

・出展Ａプラン、Ｂプラン、Ｃ４プランに付帯している、北海道新聞本紙への広
告掲載枠について、事前に案内している所定期間（4月1日～6月30日）
を過ぎた場合、掲載権利失効となる場合がございます。
予めご了承をお願いいたします。

・上記の他、出展申込後に配布いたします「出展要項」等資料をご参照の上、
規約ルール遵守の徹底にご協力をいただけますよう、お願いいたします。
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■「道新 住まいと暮らしのフェア 2018」 事務局■

〒060-0001 札幌市中央区北1条西3丁目2-14 井門札幌ビル
株式会社 日本経済社札幌支社 内
担当者名／奈良・今井・道券（どうけん）

電話 011-231-0541 / ファックス 011-231-0649
Ｅメール sumakura@nks.co.jp

上記にご連絡をいただけますよう、お願いいたします。
なお、出展のお申し込みにつきましては、本御案内書の最終ページにございます
「出展申込書」に必要事項のご記入の上で、
ファックスにてご送付いただけますよう、お願いいたします。

スケジュール ／ お問い合わせ

お申し込み・お問い合わせ先について

12

スケジュール

出展申込 最終締切

出展要項 送付

出展社説明会/展示場所抽選会

オプションメニュー申込締切

設営・搬入（Ａプランのみ）

2018/02/16（金）

2018/03/上旬予定

設営・搬入（全プラン）

2018/03/20頃予定

2018/04/中旬予定

2018/05/17（木）

2018/05/18（金）

イベント開催日 2018/05/19（土）～20（日）
※5/20終了後に撤去・搬出



出展申込書
FAX 011-231-0649お申し込み先

出展規約を了承し、下記のとおり申し込みます。

（フリガナ）

会社・団体名
（正式名称）

担当部署
所在地

〒

担当者

連絡先

TEL:         （ ） FAX:         （ ）

携帯: E-mail: 

担当者

部署・役職

（フリガナ）

担当者

氏名
印

出展プラン
（チェックを入れてください）

□ Ａ プラン □ Ｂ プラン □ Ｃ4 プラン－新聞セット
□ Ｃ プラン（小間数 □１小間 □２小間 □３小間 □4小間）

※Ａプラン、Ｂプランの方のみチェックをお願いいたします。 □ －新聞セット① □ －新聞セット②

オプションプラン
（ご利用の方のみ、右欄に
チェックを入れてください）

□ 利用する ★利用時間 □15分 □30分 □60分

イベントでの
商品販売の有無

□ なし □ あり （ありの場合は以下に販売予定商品カテゴリーを記載ください）

※本申込書は必ずお手元に保管してください。
※出展のキャンセルについては、所定のキャンセル料が発生いたしますのでご注意ください。
※担当者氏名欄に押印をお願いいたします。

2018

事務局
記入欄

受付

月 日 No.


