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「ワークショップコレクション」について
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ワークショップコレクションとは

「ワークショップコレクション」は、
こどもたちの創造力・表現力を刺激
するクリエイティブ・ワークショッ
プの全国普及と発展を目的としたプ
ロジェクトです。
点在するこども向けワークショップ
を一堂に集め、広く紹介する博覧会
イベントを実施し、産官学のさまざ
まなプレイヤーを巻き込み、社会全
体でこどものための創造・表現の場
を創出し、支えていくしくみを整え
ています。

3つの場 世界最大級のこども創作イベント

ワークショップコレクションは“世界
初”のこども向けワークショップに特
化した博覧会イベントとして、2004
年にスタートしました。2013年3月
の第9回イベントでは、2日間で約10
万人の来場者を数え、国内外より
「世界最大のこども創作イベント」
と評されています。造形、絵画、サ
イエンス、映像、環境、デジタル、
音楽、さまざまなジャンルにわたり
約100種もの多彩なプログラムが同時
進行的に展開されます。近年では海
外ワークショップの参加や海外展開
の要望を多数いただくなど、ワール
ドワイドな展開も視野に入れ、さら
なる成長を遂げようとしています。

こどもたちの創造・表現の場

ワークショップ実施者同士が
刺激しあい、交流する場

今後ワークショップを
実施したい人と、

すでに実施している人と
の出会いの場

ワークショップコレクションは社会に対して、
3つの場を提供するプロジェクトです。
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「ワークショップコレクション」について

「ワークショップコレクション」は、
こどもたちの創造力・表現力を刺激
するクリエイティブ・ワークショッ
プの全国普及と発展を目的としたプ
ロジェクトです。点在するこども向
けワークショップを一堂に集め、広
く紹介する博覧会イベントを実施し、
産官学のさまざまなプレイヤーを巻
き込み、社会全体でこどものための
創造・表現の場を創出し、支えてい
くしくみを整えています。

産学官のネットワーク 主催団体

特定非営利活動法人CANVAS
こどものための創造・表現の場を提
供し、豊かな発想を養う土壌を育て
ることを目標として2002年より活
動。延べ約35万人以上が参加。こ
どもたちに新しい表現を生み出して
ほしい。そんな願いを叶えるため、
産官学さまざまなプレイヤーと連携
しながら「未来をつくる」プロジェ
クトを生み出しています。
http://www.canvas.ws

株式会社グッデイ
福岡、大分、佐賀、熊本、山口に続々
と出店し、2018年現在、64店舗まで
店舗数を拡大中です。
グッデイは「家族でつくるいい一日」
を合言葉に、多種多様な商品ライン
ナップでお客様のライフスタイルを提
案しています。また、DIYを世の中に
広めていくため、店舗内外でのワーク
ショップの開催など、様々な取り組み
にもチャレンジしています。
http://www.gooday.co.jp

受賞歴

2013年度
グッドデザイン賞
グッドデザイン・ベスト100受賞

2008年度
第5回日本イベント大賞入選

2007年度
第1回キッズデザイン賞受賞
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全国に広がる「ワークショップコレクション」

■東京にて過去11回開催され、圧倒的知名度を誇る
世界最大級のワークショップイベント

2004年より東京でスタートしたワークショップコレク

ションは、最大10万人を動員する世界最大級の子ども

向けイベントとして、広く認知されています。2015年

に開催された「ワークショップコレクション11inシブ

ヤ」では、全国から集った選りすぐりのワークショップ

が150以上集結。

さらにシブヤ全域に展開した11コの「サテライト会

場」での各種ワークショップを実施。シブヤエリアの

様々な施設が「サテライト会場」としてワークショップ

コレクションに参加！ワークショップをはじめ映画上映

など様々なプログラムが同時開催され、シブヤ全体のに

ぎわいを創出しました。

■福岡を筆頭に全国に広がるワークショップコレクション

2016年8月に初の地方開催となった「ワークショップコ

レクションin福岡」を皮切りに、仙台、秋田、大阪など、

様々な地域でワークショップコレクションが開催され始

めました。また、ワークショップコレクションミニとし

て小規模なワークショップコレクションを全国各地で開

催しています。



福岡での開催実績

18,000人

来場者数

２０１６年８月２０日（土）・２１日（日）
天神中央公園

アクロス福岡２階交流ギャラリー
34ブース

２０１７年８月１９日（土）・２０日（日）
FUKUOKA growth next(旧大名小)

18ブース

福岡最大級
ブースあたり

530人 14,000人

福岡最大級
ブースあたり

777人

福岡最大級
ブースあたり

585人

来場者数

２０１８年３月３１日（土）・４月１日（日）
福岡市科学館

41ブース

24,000人

来場者数
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開 催 概 要



ワークショップコレクション in 福岡 2019 開催概要
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東京・仙台・大阪など、全国で開催され、最大10万人の来場を誇り、今国内外で最も注目

を浴びている、子供たちの学びにつながる世界最大級のワークショップ博覧会

「ワークショップコレクション」。WSC福岡2018では、2万4千人が来場しました。

福岡では4回目の開催となるワークショップコレクション in 福岡2019は、福岡市西区の九

大学研都市「九州大学伊都キャンパス」の講義棟にて、アカデミックに開催！

科学や電子工作、デジタル、アート造形など、子どもたちが遊びを通じてモノづくりの素晴

らしさやアイデア・発想につながる考え方の修得につながるようなワークショップを集結！

あそびながら、まなぶ。



ワークショップコレクション in 福岡 2019 開催概要 ※掲載内容はすべて予定

【後 援】

文部科学省、福岡県、福岡県教育委員会、福岡市、福岡市教育

委員会、北九州教育委員会、久留米市教育委員会、糸島市教育

委員会、春日市教育委員会、鳥栖市教育委員会、太宰府市教育

委員会、粕屋町教育委員会、一般社団法人九州経済連合会、福

岡商工会議所、一般社団法人超教育協会、九州工業大学、 九州

朝日放送、FBS福岡放送、TNCテレビ西日本、RKB毎日放送、

TVQ九州放送西日本新聞社、読売新聞社、朝日新聞社

【協 賛】募集中

【事務局】ワークショップコレクションin福岡運営事務局

（株式会社大広九州）
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【会 期】2019年3月9日（土）・10日（日）

10:00～16:00

【規 模】52ブース

【動 員】目標 約30,000名（2日間計）

【会 場】九州大学伊都キャンパス

（センターゾーン2号館）

【内 容】デジタル・電子工作、造形、アートなど

幅広くWSを展開

【参加費】入場無料・別途材料費の実費のみ徴収

【対 象】未就学児～小学生

【主 催】NPO法人CANVAS／株式会社グッデイ

【共 催】九州大学



今回の会場「九州大学伊都キャンパス」について
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1F：2103・2104・2105・2106・2107・2108（6部屋）

2F：2201～2216（16部屋）

3F：2301・2302・2303・2309・2310（5部屋）

■センター2号館

■使用展開（ブース数）

3Ｆ：2303／特別講義・オプション企画

九州大学講師による特別講義

協賛社4社様プレゼンテーション

1F：2107・2108／各部屋2ブース（4ブース）

2103～2106／各部屋4ブース（16ブース）

2F：2201～2216／各部屋2ブース（32ブース）

※2103～2106部屋は個人出展者のブースとする

合計：52ブース

ワークショップブース

特別講義・協賛企画

3Ｆ：2301 ゲスト控室（空室時救護）
2302 事務局控室（空室時救護）
2309 出展者控室
2310 スタッフ控室

関係者スペース

会場「九州大学伊都キャンパス」使用施設
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出 展 ・ 協 賛 概 要



応募資格/出展プラン

■応募資格

応募者について、特に規定はございません。個人/団体問わず、応募いただけます。また、応募者はワークショップの運営者・実施者とします。
運営・実施する方が複数関与する場合は、連名で応募する事も可能です。
※前回開催の出展者/ワークショップの内容及び出展者様はホームページにてご確認いただけます。
[公式サイト] http://wsc-fukuoka.jp/

■出展プランについて

※ワークショップブースのみのご出展については、別途事務局までご相談ください。

※イベントの公共性を担保するため、企業様の競合排除はいたしません。

※決定優先となりますので、予めご了承ください。

※金額に消費税は含まれておりません。

※出展プランは余儀なく変更になる場合があります。
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タイプＡ タイプＢ タイプC

１００万 ５０万 物品

ワークショップブース（W3m×D3m） ○ ○

ワークショップブース（Ｗ2ｍ×Ｄ2ｍ）

パパ・ママ応援ブース（W1.8m×D2.7m） ○ ○

会場内特別イベント ○

会場内サインロゴ・社名掲載 ○ ○ ○

スタッフユニホームロゴ掲載 ○

社名掲載（事前配布用） ○ ○ ○

ロゴ掲載（当日配布用） ○ ○ ○

ポスター 社名掲載 ○ ○

純広告 西日本リビング新聞４段 ○

ＷＥＢ ロゴ掲載 ○ ○

４枠 １０枠 -

エリア 内容

会場

チラシ

枠数

http://wsc-fukuoka.jp/


出展企画内容

①ワークショップブース

こども向けに、ワークショップの実施や製
品・サービスを体感できるコンテンツです。
こどもたちが「あそびながら、まなぶ。」
ことが出来るコンテンツをご提供ください。
※実施内容は予めご相談ください。

②パパ・ママ応援ブース

来場いただく子育て世代層へPRが可能です。
例えば、正しいこども靴の選び方など、貴
社の製品・サービスのPRにご活用ください。
※商品・サービスの販売、入会手続きはで
きません。試飲・アンケートは可能です。
※実施内容は予めご相談ください。

③会場内特別イベント

収容人数211人の大講義室を活用して、貴
社の企画イベントの実施が可能です。
付帯設備（スクリーン、マイク等）の使
用が可能です。
※商品・サービスの販売、入会手続きは
できません。
※実施内容は予めご相談ください。

④会場内サイン社名・ロゴ掲載

教育意識が高い家族層が来場する会場
で貴社名をPRします。貴社のCSR活動
として、効果的なPRが可能となります。

⑤スタッフユニホーム社名・ロゴ掲載

会場内誘導・ワークショップアテンドスタッ
フなど約80名がユニホームを着用します。

■会場内
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出展企画内容

■ポスター・チラシ

事前配布用チラシ 当日配布用チラシ

福岡市、北九州市、久留米市、糸島市、
春日市、鳥栖市、太宰府市の
全小学校へ配布します。

事前配布用ポスター

規格：A4／4+4ｃ 5万枚（予定）

規格：A2／4+0ｃ 550枚（予定）

グッデイ全店舗、後援企業・公共機
関に掲出
します。

当日、会場で配布します。

規格：4P／見開き 3万枚（予定）
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出展企画内容

■純広告

西日本リビング福岡

広告枠（4段）

規格：中面センター4P、353,140部
発行： 2019/3/2号

広告枠（4段） 広告枠（4段） 広告枠（4段）

西日本リビング福岡の広告枠（4段）にご出稿が可能です。

西日本リビング福岡 媒体概要

東区 49,080 新宮町 4,140

博多区 17,850 春日市 27,200

中央区 39,300 大野城市 21,000

南区 61,120 太宰府市 9,050

城南区 24,940 筑紫野市 11,410

早良区 45,450 那珂川町 7,790

西区 25,710 設置 1,000

糸島市 8,100 合計 353,140

紙面形態：タブロイド版

配 布 先 ：一般家庭

読 者 層 ：女性（主に主婦）
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出 展 募 集 要 項



ワークショップブース
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①こどもたちにとっての、創造の場、表現の場であること

■応募ワークショップ

参加したこどもたちの、創造力・表現力が刺激される、独自性・新規性の高いワークショップを募集します。

デザイン、イラストレーション、CG、造形工作、電子工作、音楽・映像制作、ゲーム、伝統工芸、DIYなど、デジタルやアナログを問わず、

あらゆる分野を募集対象とします。過去の実施実績の有無は問いません。

②短い実施時間で、多くのこどもたちが参加できること

イベント当日は大勢の来場者がワークショップに参加されます。できるだけ多くのこどもたちに、できるだけ多くのワークショップに参加し

てもらいたい、というイベント趣旨をご理解いただき、ワークショップの実施時間は30分以内とし、当日実施にあたり、厳守いただきます。

出来るだけ多くのこどもたちが参加出来るようなワークショッププログラムをご計画ください。

※随時受付に近い形式で実施出来るワークショップ、または途中参加可能なワークショップを歓迎致します。

③事前準備から当日の実施・運営まで、責任をもって行えること

運営事務局は、出展者の皆様にワークショップ活動のための「場」を提供致します。ワークショップ出展にかかる事前準備、設営から当日の

実施・運営まで、出展者の皆様ご自身の資源（人的・金銭的等）の範囲内で、責任をもって実現出来るワークショップを募集します。

※応募後、運営事務局による選考を行います。
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①ワークショップ出展スペース 約W3m×D3mまたは約Ｗ2ｍ×Ｄ2ｍ ※部屋ごとにより若干サイズが変更する可能性があります。

②ワークショップ基本運営備品 長机、イス、電源設備

①ワークショップ実施にかかる一切の費用（運営費・材料費・ブース装飾費等）

②電源使用器具（タップ・延長コード等）

③インターネット接続環境

■出展料に含まれるもの

■出展料に含まれないもの

■参加者からの材料費微収について

ワークショップコレクションは、こども向けのワークショップの全国普及と発展を目的とし「できるだけ多くのこどもたちに、できるだけ、
多くのワークショップに参加してもらいたい」というイベント趣旨のもと「入場無料」にて開催して参りました。

イベント来場者数の増加に伴うワークショップ実施材料費用の負担軽減のため、参加者から直接「材料費」を微収することを可能としており
ます。前途のイベント趣旨のとおり、今回のイベントにおいても、極力参加者へ負担の少ない材料費微収のワークショップ実施をご検討いた
だけますよう、よろしくお願い申し上げます。

■材料費の微収を希望される方へ

「ワークショップコレクション in 福岡2019」においても、原則無料でワークショップ実施をお願いさせて頂いておりますが、材料費の微収を
希望される方は、応募の際に微収予定金額をお知らせください。（会場利用にあたっては「材料費」のみ微収が認められています）

なお、「ワークショップコレクション in 福岡2019」においては、材料費の範囲は上限 1,000円とさせていただきます。

「材料費」微収にあたっては、金銭授受、微収作業、釣銭の管理等、全て責任をもって出展者が行って頂きます。（主催者は参加者との金銭授
受には関与致しません）

来場者との金銭トラブルを最大限回避出来るよう、専門スタッフの配置など事前の計画をお願い致します。

ワークショップブース
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■ワークショップ運営

参加者の呼び込みから受付、ワークショップの実施に至るまで、全ての責任をもって実施して頂きます。原則、必要なスタッフ確保なども全
て出展者が行っていただきます。また、例年のイベントではほとんどの出展ワークショップで順番待ちが発生しています。（永いところで1
～2時間待ち）待機列の整理についてはイベントスタッフがお手伝い致しますが、順番を待たれる来場者の整理・誘導も含めた実施計画をお
願い致します。

■お願い[その１]

①ワークショップ参加希望者は、自信の順番がくるまで順番に列に並んでお待ちいただきます。

②「整理券（配布型）」及び「予約シート（記載型）」などを使用した参加受付は禁止します。

「来場者にとってのわかりやすさ」に配慮し、各ワークショップの受付方法は、全ワークショップにおいて「整理券」や「予約シート」を使用
しない形で統一致します。ワークショップ参加希望者は、各ワークショップ。ブースの前から順番に列になって頂き、自身の順番がくるまでお
待ちいただく形と致します。ご理解とご協力のほどよろしくお願い致します。（想定を超える猛烈な混雑が起こった場合、イベント運営会社の
判断で予約シート方式にする場合もありますが、その際の運用はイベントスタッフにより行います）

～「整理券」「予約シート」を導入しない理由～

①「整理券」や「予約シート」の発行・運用方針がワークショップ毎に異なることにより、来場者の混乱を招く恐れがあるため

②朝早く来場された一部の参加者しか参加出来なくなる恐れがあるため

③「整理券」「予約シート」の配布や、受付の時間を待つための列が発生し、誘導が煩雑になってしまう恐れがあるため

※過去のイベントでは、禁止していた整理券発行を行ってしまったワークショップがあり、来場者の混乱を招きました。

結果的に各ワークショップへのクレームに繋がりますので、くれぐれもご注意ください。

ワークショップブース

■お願い[その２]

「展示会」「博覧会」という趣旨のイベントであるため、原則として常時ワークショップが実施されている運営計画をお願い致します。

休憩及び昼食の際にも必ずスタッフ内でローテーションを組等、常時開催の状態となるよう事前の計画をお願いします。

来場者は、ワークショップを行う事に期待して各ワークショップの参加順番待ち列に長時間待ってでも並んでいただいています。

過去のイベントで、ワークショップ参加希望者を列に並ばせたまま、突然休憩に入ってしまう出展者が観られました。

来場者の混乱を招き、苦情に繋がりますので十分にご注意ください。
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■お願い[その３]

ワークショップ内での物販等の販売行為は全て禁止とさせていただきます。共催者や後援名義者との取り決めともなっていますので、ご了承ください。

■お願い[その４]

参加方式「随時参加方式※１」「定員総入替方式※２」を問わず、来場者にタイムスケジュールを提示しないでください。
※１ 席がひとつ空いたら次の参加希望者1名を案内出来る方式
※２ 一斉に参加者全員が次の参加希望者と交代する形式

～タイムスケジュールの提示をしない理由～

①提示した時間通りに運営がいかない場合、大きな混乱を招いてしまう。

過去のワークショップコレクションで、時間通りにいかず、来場者の混乱を招いてしまうブースが観られました。

②正確な待ち列人数のカウントが困難なため、来場者の大きな混乱や不満をを招く恐れがある。

特に「定員総入替方式」ワークショップについては、タイムスケジュールを提示することで参加希望者から「自分がどの回に参加出来るか」

という質問を招くとこになります。

しかし、その質問に答えるためには、正確に参加希望者数をカウントすることが必要です。「順番待ち列」に並ぶのは、参加希望者（こども）

だけでなく、その兄弟・保護者や付き添いの方も一緒である場合が多く、トイレ等の理由により列を離れる人もおり、正確にカウントすること

は大変困難です。数え間違いにより、待ち時間が大幅に変わってしまうことがあり来場者の苦情を招いた例が過去に観られました。

以上の理由から、来場者の混乱を避けるため今回のイベントでは、タイムスケジュールの提示をしないこととしています。

ワークショップブース

■出展者の対応部分

①ワークショップ実施に関する備品の搬入・搬出

②ブースのレイアウト・全体設営

③ブースの装飾作業

※各ワークショップの説明資料・パネルやその他、広報物を設置いただけます。

④ケーブル等の養生

※電源延長ケーブル、養生用テープともにご持参ください。
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■インフラについて（電源/LAN利用/学内Wi-Fi等）

①電源について

仮設電源工事にかかる費用を出展者にご負担いただきます。

・コンセントから延長ケーブル設置は原則として出展者がご持参ください。

・電源容量は厳守ください。

②LANについて

インターネット環境は運営側では提供しておりません。

・ネット環境が必要なワークショップを実施予定の方は、ご自身で各デバイスをご準備ご使用お願い致します。

■他のワークショップとの併設にあたっての留意事項

同一スペース内に複数個のワークショップブースが併設されています。他のワークショップの実施の妨げにならないよう、最大限の配慮をお
願い致します。隣接するブース間の調整は、可能な限り運営スタッフが行いますが、出展者同士の話し合いをもって解決出来る、細かい調整
事項に関しては、各自での調整をお願い致します。

〈音響（BGM/マイク/生演奏/LIVE）〉

他のワークショップへの影響が考えられる要素につきましては極力お控えください。必要な場合は事務局へご相談ください。

〈室内照明のON/OFF〉

同一部屋内での併催の関係上、部屋全体を暗くする事は原則できません。必要な場合は事務局へご相談ください。

■ワークショップスペースでの広報物設置について

ワークショップ・ブースのスペース内においては、各ワークショップ出展者の活動に関する広報物をご自由に設置いただけます。

ただし、「出展者名」として表記された方の活動に関するものに限ります。

①設置可能な広報物

「出展者」の活動に関する各種チラシ、パンフレット、ポスターやパネルなど

②設置不可能な広報物

「出展者名」に表記されていない方の広報物（協賛社、関係者の活動に関するもの）

ワークショップブース

■その他留意事項

■危険防止（搬入・搬出・設営・撤去）
搬入・搬出・設営・撤去に際しては、細心の注意を払い事故防止に努めて下さい。
また、多数のこどもが来場することを鑑み、ブースの設置物（備品・機材）やブースの安全管理に努めてください。



パパ・ママ応援ブース

実施想定エリア

◎センター1号館・2号館の間のスペース

■会場予定候補

①出展スペース 約W1.8m×D2.7m ※若干サイズが変更する可能性があります。

②基本運営備品 長机、イス

③社名パラペット

①実施にかかる一切の費用（運営費・材料費・ブース装飾費等）

②インターネット接続環境

■出展料に含まれるもの

■出展料に含まれないもの
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■パパ・ママ応援ブース運営

ワークショップブースでは実施できない、企業ＰＲ（商品サンプリング、試飲、アンケート、相談窓口等）が可能です。商品・サービスの販
売および申込み手続き（来店予約、募金活動を除く金銭の授受が発生する行為等）は行えません。参加者の呼び込みから受付、企業ＰＲの実
施に至るまで、全ての責任をもって実施して頂きます。原則、必要なスタッフ確保なども全て出展者が行っていただきます。

※実施内容は予め事務局へご連絡ください。

パパ・ママ応援ブース

①LANについて

インターネット環境は運営側では提供しておりません。

ネット環境が必要な企業ＰＲを実施予定の方は、ご自身で各デバイスをご準備ご使用お願い致します。

②火器の使用について

展開案により使用可 ※実施内容確定後、再度調整別途申請必要

③電源について

展開案により使用可 ※実施内容確定後、再度調整別途申請必要

■インフラについて
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■応募受付期間

出展申込期限［一次締切］：2018年11月22日（木）まで

■応募方法

下記「応募までの流れ」をご確認の上、ワークショップコレクション in 福岡公式サイト
（http://wsc-fukuoka.jp/）より申請フォームからお申し込み下さい。

■参加の申請から当日までの流れ

応募エントリー 11月22日（木）まで

告知媒体への掲出 1月中旬

会場下見 12月中旬

会場レイアウト決定 12月中旬

搬入搬出・設営関連情報掲出 1月下旬

設営作業 3月8日（金）

実施当日 3月9日（土）・3月10日（日）

撤収作業 3月10日（日）※予定

■出展料のお支払い期限

2019年2月頃より事務局からご請求書を発送致します。
出展料お支払い期限：2019年3月8日（金）まで
※主催者は、天災等の不可抗力によりイベントの開催を中止する場合があり、その際には出展料の一部を返金致します。

■イベント運営事務局との事前調整

出展者の皆様とイベント運営事務局との連絡調整に関しては、基本的にEmailによる連絡とさせていただきます。
出展にあたり確認や提出物など、その都度早期の回答にご協力お願い致します。
回答に期限を設定させて頂く場合もございますので、ご協力のほどよろしくお願い致します。

【お問い合わせ先】ワークショップコレクション in 福岡2019 運営事務局
（株式会社大広九州 担当：古部）E-mail：wsc_fukuoka@gooday.co.jp

http://wsc-fukuoka.jp/


スケジュール・問い合わせ先

■スケジュールについて

■出展のお申込みについて

ワークショップ出展募集要項をお読みの上、所定の申し込みフォー
ム（http://wsc-fukuoka.jp/）よりお申し込みください。内容を検
討の上、運営事務局より折り返しご連絡させていただきます。

出展申込期限：2018年11月22日（木）まで

９月

開催リリース・ティザーサイト公開
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
開
催

出展・企画内容一般公開、各広告展開

出展者募集
締切

10月 ９月 12月 1月 2月 3月11月

24

http://wsc-fukuoka.jp/

