BQJ オンラインマルシェ 2021 出品要綱
2021 年 7 月
IBQ の皆様のキットを全国のファンに届けるために「オンラインマルシェ」を開催しま
す。例年より高い売上となる可能性もありますので是非ご出品をご検討ください。
イベント名称：BQJ オンラインマルシェ 2021
主催：
（株）コレスポンド/ボタニカルクイリング・ジャパン
協力： IBQ サポートメンバー、STRIPE
商品の制作販売者：IBQ
【日程】2021 年 10 月 27 日（水）午前 10 時から 10 月 30 日（土）夜 12 時まで
【URL】 https://bqjshop.ocnk.net/
【概要】
・上記 URL の Web ショップにて IBQ のクイリングキットを 4 日間限定で販売
・出品者は事前にサンプルを STRIPE に発送し、そこで掲載用商品写真撮影を行う
・商品は受注販売（予約販売）とし、IBQ は後日受注数を事務局に納品
・商品は事務局から発送。売上金は代引きで回収し、手数料を差し引き出品者に振り込み
・IBQ の出品はキットのみとし、完成作品や材料は出品不可
・その他作品集やインスタグラムワークショップ（11/30 実施）用材料を販売予定
【出品対象】2021 年度会員 IBQ
【販売手数料】販売価格（税込）の 25%
【出品可能商品】実在の植物をモチーフとしたボタニカルクイリングキット
【価格設定】1,000 円以上、100 円単位の値付け（税込）
【出品可能数】2 商品（デザイン）まで。
（色違いは別商品としてカウント）
※出品者数により出品可能数が変更になる場合があります。
【受注受付数】1 商品あたり 10 個以上
【受注上限数】10 個から自由に設定いただけます
【商品サイズ】梱包状態での 1 個あたりの大きさは A4 サイズ以下、厚みは 10ｃｍ以内

【出品の流れ】
① 出品者による出品申し込み

締め切り：8 月 31 日（火）

② 出品者から STRIPE へ見本発送

ホームページより

10 月 10 日（日）午前着指定

発送物：キット現物１点、キット完成見本 1 点、ヤマト運輸記入済み着払い伝票 1 枚
発送先：〒359-1141 埼玉県所沢市小手指町 1-42-7-101
STRIPE クイリングマルシェ係宛

Tel：04-2928-0807

発送方法：佐川急便 郵便局 ヤマト運輸のいずれか
＊必ず返送用の「ヤマト運輸」の記入済み着払い伝票を付けてください
③ 事務局から出品者への受注数の連絡

11 月 1 日（月）

④ STRIPE より完成見本、キット実物見本を出品者に返送。番号シール（後述）を同封。
⑤ 出品者から事務局へ受注商品の納品

11 月 15 日（月）午前着指定

納品先：〒1940022 東京都町田市森野 5-14-19-2F クイリングマルシェ係
Tel：042-732-3453
納品方法：ヤマト運輸（発送伝票に「クイリングマルシェキット」と明記）
＊ヤマト運輸以外で発送しないでください
⑥

事務局より購入者に商品発送

11 月 16 日（火）、17 日（水）

⑥ 事務局より出品者へ売上金入金：販売手数料を差し引き指定口座に入金

12 月初旬

〜お願い〜
●キット見本と商品の納入先が異なりますのでご注意ください。
●10月26日（火）14時からインスタグラムBQJアカウントにて商品紹介ライブを行いま
す。キット見本納品時、紹介してほしいPRポイントを添えていただけると助かります。
●商品納期は厳守してください。（11月15日午前着のヤマト便にて事務局に納品）

【出品キットについて】
モチーフ

実在の植物を主題としたクイリングキットとしてください。食べ物、生き物、服、人
形、架空のものなど植物以外のモチーフは見た目の概ね１割以内にとどめてください。
なお、土台や背景、資材などの構造や副資材部分はこれに含みません
番号シール

今回は値札タグは使用せず、管理用の値札付きの番号シールをキット見本返送時に同封し
ます。納品する全キットの右上に必ず貼り付けててください。
キットの説明書、表紙の表示

・著作権関連表示をしてください。

例：当キットのデザインの著作権は●●に帰属します。転用、転載、コピー、商用利用
はお断りいたします。
・対象者レベルを明記してください。（初級、中級、上級者向けなど）
・材料の不足等の連絡のために出品者の連絡先（電話番号、メールアドレス等）を明記し
てください
・教材として教室課題での利用可否を明記ください

例：当キットは教室教材としてご利用いただけます、当キットの教材利用を含む商用利
用はお控えください
・製作にあたって特別に必要な物や、見本とキットに相違点がある場合も明記ください

例：当キットに額は含まれません、ニッパーをご用意ください、背景の演出小物は含ま
れません、多用途糊をご使用ください
副資材等

ガラスなど破損しやすいものを含めることは不可とします。

商品販売後に不備が判明した場合（材料不足や解説の間違えなど）

・購入者から出品者に直接連絡があった場合は個別に対応してください。
・キット購入者全員に通達の必要がある場合は、事務局にその旨ご連絡ください。
・購入者から事務局に連絡があった場合は出品者にご連絡します。
・商品の販売者は出品者ご自身です。販売した商品に不備があった場合は誠意を持って対
応してください。
商品に関するいかなる事故やクレーム等に対し㈱コレスポンド並びに BQJ は一切の責任を
負いかねます。

【出品説明会】
下記日程にて全 3 回のオンライン説明会を実施します。リアルタイムでご参加頂けない場
合はアーカイブをご覧ください

■オンラインマルシェ 2021 説明会

1 回目

７月２０日（火）２１時１５分より
対象：出品に興味のある IBQ
トピック: BQJ オンラインマルシェ説明会-開催概要説明
時間: 2021 年 7 月 20 日 09:15 PM
https://us02web.zoom.us/j/82411227249
ミーティング ID: 824 1122 7249

■オンラインマルシェ 2021 説明会

2 回目

８月１７日（火）２１時１５分より
対象：出品者のみ
トピック: BQJ オンラインマルシェ説明会-キットの基本仕様などのアドバイス
時間: 2021 年 8 月 17 日 09:15 PM
https://us02web.zoom.us/j/89637081826
ミーティング ID: 896 3708 1826

■オンラインマルシェ 2021 説明会

3 回目

９月２１日（火）２１時１５分より
対象：出品者のみ
トピック: BQJ オンラインマルシェ説明会-レシピづくりの困ったを解決 Q＆Ａ
時間: 2021 年 9 月 21 日 09:15 PM
https://us02web.zoom.us/j/81817377267
ミーティング ID: 818 1737 7267

オンラインマルシェサポートチームについて
公募で手を挙げていただいたメンバーで、今回のオンラインマルシェ各種サポートをいた
します。
メンバー（順不同）
なかたにチーフ 植村 IBQ 中川 IBQ 三品 IBQ 橘 IBQ
羽吹 IBQ

落合 IBQ

大東 IBQ

高橋 IBQ

進藤 IBQ

【担当分け】
WEB ショップ構築、出品相談・・・なかたにチーフ
説明会資料、議事録作成・・・中川 IBQ
１１月３０日インスタライブ公開ワークショップデザイン・・・三品 IBQ 大東 IBQ
１１月３０日ワークショップライブ・・・植村 IBQ
見本撮影、整理、納品伝票作成、ワークショップ材料準備・・・羽吹 IBQ 高橋 IBQ
１０月２６日インスタライブ（商品説明）・・・橘 IBQ
発送作業・・・進藤 IBQ

落合 IBQ

落合 I BQ

橘 IBQ

以上

