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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」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。

2016年より初の福岡開催を皮切りに、仙台、秋田、大

阪など全国での開催が広がっています。

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。

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とは 3つの場 世界最大級のこども創作イベント
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「ワークショップコレクション」について

こどもたちへワークショップを提供するのは、学校、大学、

企業、ミュージアム研究者・技術者、アーティストなど、幅

広い分野でこども向けワークショップを推進する方々で

す。産官学のさまざまなプレイヤーが連携して、こどもの

ための創造・表現の場をつくりだしています。これまで約

750もの企業、団体、個人のワークショップ出展者と、

3,000人を超えるボランティアスタッフが参加。ワークシ

ョップコレクションは2004年から続く産官学のプレイヤ

ーのネットワークをいかし、継続的にこどもたちの創造・

表現の場を社会全体に届ける役割も果たしています。

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

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

産官学のネットワーク 受賞歴主催団体

株式会社グッデイ
福岡、大分、佐賀、熊本、山口に続 と々出店し、2017年
現在、63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DIYワークショップの開催など、様 な々取り組みに
もチャレンジしています。
http://www.gooday.co.jp
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全国に広がる「ワークショップコレクション」

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 な々施設が「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 な々プロ
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。

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 な々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。

福岡を筆頭に全国に広がるワークショップコレクション東京では過去11回開催され、圧倒的知名度を誇る子ども
向けワークショップイベント

FUKUOKA SENDAI

AKITA
OSAKA
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福岡での開催実績

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ブースが出展

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

18ブースが出展

 18,000人  14,000人

ワークショップコレクション in 福岡
（2016）

来場者数

ワークショップコレクションミニ in 福岡
（2017）

来場者数

福岡最大級
ブースあたり
530人

福岡最大級
ブースあたり
777人
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来場者属性「参加した子どもに関する情報」

「ワークショップコレクションミニin福岡」来場者アンケートの集計結果より抜粋

n=91

●性別●年齢別

・男の子の比率がやや高かった

・小学校低～中学年が最も多かった
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来場者属性「保護者について」

「ワークショップコレクションミニin福岡」来場者アンケートの集計結果より抜粋

n=91

●性別

●ワークショップにかける費用感

●年齢別

・最も多い意見は1,000円の37.36％

・1,000円以上の費用をかけてもよいと考えた人は約70％以上
・期待値は1,320円

・女性の保護者がやや多い

・30代後半～40代がボリュームゾーン
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来場者属性「WSCへの感想と期待」

●今回のWSCミニに対する感想 ●今後のWSCへの参加意向

「ワークショップコレクションミニin福岡」来場者アンケートの集計結果より抜粋

n=91

・満足している比率は約70％と高い
・不満な感想の意見の大半は「待ち時間が長い」だった

・次回も参加したいという意見が95％以上と極めて高い
・約30％が不満な感想だったが、次回への期待値が非常に高い
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11.anno lab

今までにご出展いただいた皆様（敬称略・抜粋）

株式会社カンペハピオ

株式会社イケヒコ・コーポレーション

anno lab

メロンモザイク

第一薬科大学

株式会社イーケイジャパン

ものづくり工房技術室

神奈川工科大学　鈴木セミナー

株式会社シティアスコム
株式会社サムライト

シャボン玉石けん株式会社

NPO法人QUEST
PCN福岡

英進館株式会社

株式会社コルグ

ファブラボ太宰府

Kids Code Club

西日本鉄道株式会社

PLAce株式会社

北九州イノベーションギャラリー

慶応義塾大学 今井むつみ研究会

福岡市科学館

株式会社クラフトハウス

Popupcommons準備委員会
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ハイライト（ワークショップコレクションミニ in 福岡）
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(C)西日本新聞社　無断転載、複製及び頒布は禁止します。

2017年08月17日（木） 西日本新聞 朝刊 福Ｃ 020ページ

 
(C)西日本新聞社　無断転載、複製及び頒布は禁止します。

2017年08月20日（日） 西日本新聞 朝刊 都Ａ 022ページ

 

「ワークショップコレクション in 福岡」パブリシティ実績

テレビ

ラジオ

新聞

ウェブ

KBC サワダデース

RKB 夕方ニュース

KBC アサデス

RKB 天神ウォッチ

クロスFM Brandnew！Saturday

TVQ 夕方ニュース

8/14・17・20付西日本新聞 8/18付読売新聞 8/31付電波新聞

eltha（エルザ）
産経ニュース
東洋経済オンライン
@DIME アットダイム
フレッシュアイ
JOSHI+
リセマム
BIGLOBEニュース
30min. サンゼロミニッツ
とれまが
BEST TIMES（ベストタイムズ）
暮らしニスタ
エキサイトニュース
おたくま経済新聞
Infoseekニュース
ジョルダンニュース！
OKWAVE Guide
JBpress（日本ビジネスプレス）
MarkeZine（マーケジン）
財経新聞

@niftyビジネス
iza（イザ！）
朝日新聞デジタル＆M
Cubeニュース
現代ビジネス
STRAIGHT PRESS
ダイヤモンド・オンライン（Diamond Online）
時事ドットコム
PRESIDENT Online
マピオンニュース
SEOTOOLS
天神経済新聞
ファンファン福岡
福岡のニュース
九州電力キレイプラス
COCOMAG
西日本新聞電子版
天神サイト
にしてつキッズネット
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ワークショップコレクション in 福岡 2018
開催概要
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ワークショップコレクション in 福岡 2018概要

東京・仙台・大阪など、全国各地で開催され

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

ワークショップ博覧会「ワークショップコレクション」。

福岡では3回目の開催となる今回は、今最も注目を集める

児童向け施設「福岡市科学館」にて、

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

つながるようなワークショップを集結します。

あそびながら、まなぶ。
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ワークショップコレクション in 福岡 2018　開催概要 ※すべて予定

【会　期】 2018年3月31日（土）・4月1日（日）［2日間］

【規　模】 約40～50ブース

【動　員】 目標 約20,000名（2日間計）

【会　場】 福岡市科学館

【内　容】 デジタル・電子工作系、造形、アートなど

 幅広いジャンル

【参加費】 入場無料（別途材料費を徴収）

【対　象】 未就学児～小学生

【主　催】 NPO法人CANVAS／株式会社グッデイ

【事務局】 ワークショップコレクションin福岡運営事務局

【共　催】 西日本新聞社／福岡市科学館（福岡市）

【メディアパートナー】　ファブクロス

【後　援】 文部科学省、福岡県、福岡市教育委員会、

 一般社団法人　九州経済連合会、福岡商工会議所、

 九州大学、九州工業大学、福岡教育大学

  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
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ワークショップブース出展・企画について

今回のワークショップコレクションin福岡では、いくつかの出展方法とイベント企画を用意し、幅広いコンテンツ内容で
展開予定です。
出展パターン 出展料 内容

特別企画・イベント
ワークショップ

（ロングタイム）

催事により変動
※ご相談ください

・単発で実施するイベント企画
・楽しく、集客や学びにに寄与する内容
・長時間のワークショップ
・1日1回～数回実施
・1回あたり多人数受け入れ
・事前予約もしくは当日予約受付
・テーマに沿った内容

ワークショップ
（ベーシック）

［企業（ブース外PR不可）］
10万円
※別途協賛プランあり

［個人／公共・教育団体］
1万円

・日中通して実施する体制
・1回あたり5～10名を受け入れ
・順次受入、総入れ替え、事前予約制
【基本ブースサイズ】
約12㎡・W4m×D3m、長机1、椅子2、電源設備（予定）

プチワークショップ
（ハンズオン）

［企業（ブース外PR不可）］
5万円
※別途協賛プランあり

［個人メイカー／公共教育団体］
無料

・教育系製品、サービスのハンズオン展示
・係員が1名以上常駐している
・順番に体験、事前予約不可
【基本ブースサイズ】
約3㎡・実験室テーブル1本（W900×H1800mm）、
長机1、椅子1、電源設備（予定）
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今回の会場「福岡市科学館」について

「科学」と「感性」の交流拠点として福岡から未来を想像していく科学館として、2017年10月にオー
プン。大迫力の映像と音響のドームシアター、最新テクノロジーを駆使した福岡オリジナル展示、毎日
楽しめるサイエンスショーなど魅力的な仕掛け満載の科学空間が六本松に誕生。延べ床面積は約
1万平方メートル。ワークショップコレクションin福岡では、主に4F・5F・6Fのスペースをフルに使用し、
展開します。

公式ウェブサイト
www.fukuokacity-kagakukan.jp
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実験台（固定） 実験台（固定） 実験台（固定）

W3000×D4000（12 ㎡）
11ブース

オリエンテーション室1・2

実験台 1台分
6 ブース

実験室1（化学）
実験台 1台分
6 ブース

実験室2（生物）
実験台 1台分
6 ブース

実験室3（物理・地学）
W3000×D4000（12 ㎡）

3 ブース

クリエイティブラボ

ハンズオンブース ハンズオンブース ハンズオンブース

福岡市青少年科学館  4F3月31日（土）～4月1日（日）ワークショップコレクションin福岡 Scale 1：300
2017.05.29
2017.09.15
2017.09.21

会場図面「福岡市科学館4階」
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福岡市青少年科学館  5F3月31日（土）～4月1日（日）ワークショップコレクションin福岡 Scale 1：300
2017.09.15

4,000

3,
00
0

4,000

3,
00
0

2,300

W3000×D4000（12 ㎡）
4ブース

デジタルラボ

W3000×D4000（12 ㎡）
1ブース

木工・金工ラボ

会場図面「福岡市科学館5階」
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4,000

4,
00
0

3,000

3,000

3,
00
0

3,
00
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2,300 2,300

W3000×D4000（12 ㎡）
10ブース

サイエンスホール

W3000×D4000（12 ㎡）
2ブース

ロビー

イベントスペース

福岡市青少年科学館  6F3月31日（土）～4月1日（日）

2017.09.15
2017.09.21

ワークショップコレクションin福岡 Scale 1：300
2017.05.29

会場図面「福岡市科学館6階」
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集客策・訴求計画

［ウェブメディア］
・WSC公式ウェブサイト
・グッデイメルマガ
［ソーシャルメディア］
・グッデイFBページ
・グッデイツイッター
・ハッシュタグによる投稿促進PR
［ペーパーメディア］
・グッデイ折込チラシ内告知（2～3回掲載）

［広報］
・テレビ番組告知枠
・テレビニュース報道
・新聞報道
・ネット系メディア
・福岡市公共機関、施設へのポスター、チラシ掲出
・福岡市政だよりへの掲出、ウェブ版バナー掲出

［ウェブメディア］
・ファンファン福岡サイト

［ソーシャルメディア］
・ファンファン福岡FBページ
・ファンファン福岡ツイッター
・ファンファン福岡LINE＠

［ペーパーメディア］
・ポスター掲示
グッデイ全店・市内小学校・私立幼稚園・各公共機関
・手配りチラシ
グッデイ全店・市内小学校・私立幼稚園・各公共機関
・西日本新聞子ども版
・ファンファン福岡 兼 会場パンフ
・私学幼稚園連合会DMチラシ

オウンドメディア・アーンドメディア ペイドメディア

グッデイの持つ自社媒体や西日本新聞社の媒体をはじめ、福岡市にも助力いただき、多数の訴求手法で本イベントをPRいたします。



- 22 -

協賛のご案内
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協賛による効果

企業イメージ向上・PR効果
教育意識の高い保護者やこどもへ
深く刺さるアプローチ

社会貢献・CSR活動

マスメディア等の露出効果

他企業・団体とのコラボレーション

ワークショップコレクションは文部科学省や教育委員会などの公的
機関、大学等の学術機関、経済団体などから後援を得ている、非常
に公共性の高いイベントです。教育委員会・西日本新聞を通じて各
小学校へ広く周知され、事前告知からイベント当日まで、貴社の活動
が広く知れわたります。

来場するこどもたちの保護者は、教育やアート、トレンドに敏感で意識の
高い富裕層が多い傾向にあります。本イベントへのご参画により、そのよ
うな積極的で感度の高い来場者に対し、貴社の活動やイメージを強
く周知させることができます。

デジタルが当たり前の時代、こどもたちが自ら創造・表現し、発信する
力はますます重要です。それらを身につける機会を与える本イベントに
ご参画いただくことは、大きな社会貢献となります。本イベントへの
ご支援を通じて、日本の未来を担うこどもたちの育成に貢献でき
ます。

福岡をはじめとする各種メディアに多数取り上げられています。テレ
ビ5本、新聞5本、雑誌・FP2本、ラジオ1本、ウェブ39本と、計
52本の記事を掲載いただき、貴社の露出効果も期待できます。

ワークショップコレクションの出展者、参加者は、企業、学校、ミュージア
ム、官庁、自治体、アーティストなど幅広く、最先端のスキルとモチベーシ
ョン、ユニークなアイデアをもっています。ワークショップコレクションへの
ご参画は、他企業、団体とのつながりとともに、新規事業やイベント
創出のきっかけを作りだします。
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協賛・協力実績

今までの協賛・協力企業・団体様（順不同）

博多スターレーン Pop-up Commons準備委員会
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協賛企業様の声

イケヒコ・コーポレーション様 西日本鉄道様

福岡県筑後地方でい草製品を製造するイケヒコ・コーポレーション様は、昨今の住環
境における”い草離れ”が大きな課題でした。
今の親世代ですら、家に畳の部屋がなく、なかなか畳やゴザなどのい草に触れる機会が
ないという現状を解決するために、ワークショップコレクションに出展し、たくさんの子どもた
ち、保護者たちにい草の良さを再確認して、い草製品に接触してもらう機会を作り出しま
した。2016年開催では「い草のプール」を設置し、い草のさわやかな香りや気持ちよさを
体感させ、2017年では、い草に消臭効果があることを「い草の消臭実験」という形で体
感させ、日本古来から使用されているい草製品の良さを伝えることができました。

日本国内で最大数のバスを保有する九州最大手の交通企業である西日本鉄道様は、
2017年のワークショップコレクションでは、本物の路線バスを展示しました。電光掲示
板やバス停も実際のものを使い、イベントの開催時間を実際の時刻表そっくりに作るな
ど、本格的なワークショップとなりました。普段何気なく乗っているバスが行っている環
境保護のための対策や、バスについて知識を深めてもらうためのクイズをワークショップ
として実施。制服を着て運転席に座ったり、普段は絶対に見れないエンジンルーム内部
を見学したりと、西鉄バスのイメージアップにつながりました。

ワークショップ実施風景 制服を着て、本物のバス運転席で体験い草の消臭効果を体感 実際のバス停も用意

い草のプール 普段見れないエンジンルーム
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企業様活用の実例

気化熱やドライアイスを使
用した実験など、夏らしく涼
しいワークショップを熱く実
施していただきました。教
育意識の高い保護者や子
どもに対し、九州を中心に
展開する学習塾のイメージ
と認知度の向上効果を得
ることができました。

IOTで動く電池カバー
「MaBeee」認知度向上
のため、紙コップとモーター
で動く、お絵かきロボのワー
クショップとコラボ。スマホ
で動く手作りのロボと、いい
形で化学反応を起こしまし
た。パンフレットを手にとって

「どこで売ってるの？」とい
うお問い合わせが多数。

当日会場内においてプレゼント応募キャンペーンを実施するため、地場でSIer事業者と
して活躍している株式会社シティアスコム様の協力を得て、その技術力を活かし、スマホ
で使えるスタンプラリー用のウェブアプリを、ワークショップコレクションin福岡のために開
発しました。会場内に隠されたワークショップコレクションやグッデイ、シティアスコムの展
開するサービスのキャラクターを撮影し、プレゼント応募フォームへアクセスする仕組みで
す。この取り組みにより、同社キャラクターや事業内容、企業認知に大きく貢献しました。

英進館様「科学実験ワークショップ」

ノバルス様「MaBeeeプロモーション」

シティアスコム様
「スタンプラリーアプリ開発」

ドライアイスの実験を体験

MaBeeeを使ってお絵かきロボを操縦

会場内のキャラクターをカメラで撮影し、応募 開発したウェブアプリ
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協賛プラン

媒体タイプ 内容
ゴールド
（出展）

シルバー
（イベント）

ブロンズ
（サンプリング）

製品PR
（プチWS）

物品
（プレゼント）

社名
（ロゴ）

社名
（活字） 備考

65万円 50万円 30万円 20万円 - 10万円 5万円

会場

企業PRブース出展 ○
会場内特別イベント ○
サンプリング ○
ハンズオン展示 ○
会場看板ロゴ・社名掲載 ○ ○ ○ ○ ○ ○
会場デジタルサイネージ・スクリーン ○ ○ ○

ソーシャル ファンファンFB・twitter・LINE ○ ○ ○ ○ ○

公式サイト
バナー広告 ○ ○ ○ ○ ○
ロゴ・社名掲載 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

こども新聞 ロゴ・社名掲載 ○ ○ ○ ○ ○ ○
ポスター ロゴ・社名掲載 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
チラシ ロゴ・社名掲載 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
DM ロゴ・社名掲載 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 私学幼稚園連合会

媒体タイプ 内容 金額 備考
純広告
※オプション

ファンファン福岡4段 60 当日会場にて2万部配布します
ファンファン福岡半4段 30 当日会場にて2万部配布します

※イベントの公共性を担保するため、協賛企業様の競合排除はいたしません。　※金額に消費税は含まれておりません。
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協賛特典の詳細

会場内に企業PRブースをご提供致します 貴社の冠イベントを実施できます 商品等のサンプリング（配布）が可能です
ワークショップコレクションは、子ども達をターゲットにした
イベントです。企業PRブースでは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を実施すること
で来場者との接触回数を増やし、高いPRの効果が得ら
れます。

ワークショップコレクションの会場をフル活用して、貴社
主催の特別企画イベントを実施できます。製品・サービス
を効果的にPRすることが可能です。
※内容についてはご相談ください

来場者を対象に、入場受付時に会場マップとともに配布
しますので、来場者へ確実な訴求が可能となります。商
品を実体験いただくことで、商品価値の直接的な訴求
が期待できます。
＊特殊なサイズ、形状のものは事前に相談ください。

企業PRブース出展 会場内特別イベント主催 サンプリング

ワークショップコレクションミニの一例

過去のイベント実例（セミナー形式）

写真はイメージです
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協賛特典の詳細

教育関連製品の体験スペースを提供します 会場内の掲示物に貴社名をPRします 会場のスクリーン・モニターで貴社をPRします
貴社製品を実際に体験するためのハンズオン体験ブース

（プチワークショップ）をご提供いたします。新しもの好き
な福岡の県民性を利用した、マーケティングリサーチ・プ
ロモーションとしてご利用ください。

教育意識の高い家族が1万人以上来場する会場へ、
貴社名をPRできます。貴社のCSR活動として、効果的
なPRが可能となります。
※掲載位置や順番はお選びいただけません

会場入口や6Fサイエンスホールのデジタルサイネージ・
スクリーンに貴社のCM動画やプロモーション映像・ロゴ
などを掲載できます。来場者に対し、多くの接触と、非常
に強い印象を与えることが可能となります。
※未確定・調整中

ハンズオン展示 会場看板ロゴ掲載 会場デジタルサイネージ・スクリーン

ワークショップコレクションミニの一例 ワークショップコレクションミニの一例
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協賛特典の詳細

拡散性の高いメディアでPRできます 公式サイト内で貴社名を掲載できます イベントの告知物に貴社名を掲載できます
ファンファン福岡ウェブ版（130万PV／月）内で貴社の
PR記事を作成し、掲載します。同サービスのFBページ、
ツイッター、LINEアカウントでも発信を行い、情報を拡散
させることが出来ます。

ワークショップコレクションin福岡公式サイト（期間累計
15万PV）に、貴社名のバナー掲載やリンクを行います。
教育意識の高い世帯のアクセスが多いサイトで、貴社
のイメージアップに繋がる効果が期待できます。

福岡市内の幼稚園・小学校やグッデイ店舗・公共機関
などに広く配布する告知物に、貴社名を掲載し、子ども
のいる世帯にピンポイントに公共性の高いイベントへ協
力するというCSR活動のPR効果を期待できます。

ソーシャルメディア 公式ウェブサイト ポスター・チラシ・DM

ファンファン福岡ウェブ版・FBページ・ツイッター ワークショップコレクションin福岡公式サイト ワークショップコレクションミニの一例
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協賛特典の詳細

33万部発行のフリーペーパーへ出稿できます
福岡市内の広い世帯へ配布中のフリーペーパー「ファンファン福岡」へ純広告を出稿することが出来ます。

ファンファン福岡純広告

ファンファン福岡紙面
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メディアパートナーを募集しています

メディアパートナー募集
ワークショップコレクションでは、イベント開催前の告知や開催後のレポート記事など、イベ
ントの前後に渡り広報活動をしてくださるメディアを募集しております。
下記条件を満たすメディアを「メディアパートナー」企業様として、公式ウェブサイト内のト
ップページに貴社の社名ロゴ・バナーを掲載し、PRに務めさせていただきます。
※メディアパートナー様は、すべての協賛プランを20%割引にてご利用いただけます。

テレビ・ラジオ・新聞・雑誌などのメディア様

インターネットメディア様

イベントの紹介や開催告知・事後レポートなどの記事を掲載してくださるメディア
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スケジュール・問い合わせ先

出展・協賛のお申込みについて

スケジュールについて

各種お問い合わせ先
出展のみをご希望の場合（教育団体・個人を含む）
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［一次締切］：2017年12月22日（金）まで

協賛・企業PRをご希望の場合
西日本新聞社（担当：竹若）までご連絡ください
※協賛申込期限［一次締切］：2017年12月22日（金）まで

出展・イベント全般に関するお問い合わせ／取材お申込み
ワークショップコレクション in 福岡 運営事務局（株式会社グッデイ内）
wsc_fukuoka@gooday.co.jp／092-953-0369

協賛・企業PRに関するお問い合わせ
西日本新聞社 業務推進部（担当：竹若）
wsc_fukuoka@gooday.co.jp／092-711-5466

9月

出展者募集

プレスリリース プレスリリース

予約制WS受付開始
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
開
催ポスター掲示

チラシ掲載・配布
新聞・フリーペーパー
ウェブメディア

開催リリース・ティザーサイト公開 出展・企画内容一般公開 各広告展開

10月 11月 12月 1月 2月 3月

協賛企業様募集
一次締切

一次締切

二次締切 三次締切


