最新設備の会場に移転開催
会場が９月オープンの最新展示場に変更！！
JR 浜松町駅北口から徒歩５分
「東京アートクラフトフェスタ vol.3」 は開催日の変更に伴い会場も変更となります。 浜松町 「東
京都立産業貿易センター浜松町館」 は２０２０年９月に建て替えリニューアルオープンする最新の
展示場で、 建て替え前にはかつて 「スタンプカーニバル」 （第２回 ・ 第３回 ・ 第８回） が開催さ
れたこともあり、 スタンプファン＆消しゴムはんこファンにとってはゆかりのある場所となっています。
JR 山手線・京浜東北線、東京モノレールが乗り入れる「浜松町駅」北口からは徒歩５分。「東京アー
トクラフトフェスタ vol.3」 は過去２回開催した浅草橋の会場よりも約 1.45 倍の広さのフロアで開
催いたします。

授乳室、 多目的トイレをはじめ、
コインロッカーも完備、 より便利な会場に
２０２０年９月オープンの 「東京都立産業貿易センター浜松町館」 は、 授乳室 ・ オムツ替え室
がある 「赤ちゃん ・ ふらっと」 （2F） スペースをはじめ、 コインロッカーなど様々な年代の方により
便利な設備を備えた最新の展示場となります。※コロナ対策により喫煙スペースは全館で閉鎖中です

浜松町～竹芝は２０２０注目の再開発エリア
大型施設が続々オープン！話題のエリアに
２０２０年９月オープンの 「東京都立産業貿易センター浜松町館」 は、 再開発が進められてい
る港区竹芝エリアの大型施設 「東京ポートシティ竹芝」 の 1F-5F に入る最新の展示場です。 商
業ゾーン、 オフィスゾーンをはじめ、 レストランも充実。 また近接するエリアには 「アトレ竹芝」、
劇団四季劇場 「春」 「秋」、 ラグジュアリーホテルなどが入る 「ウォーターズ竹芝」 も先行オープ
ン予定。 2020 年は浜松町～竹芝エリアが話題を集めるエリアとなります。

会場の移転に伴い、 会場の使用規定による禁止項目の追加や、
事前申請が必要なことがございます。
また、 当日はイベント終了後のテーブル ・ 展示台の移動など
出展者のみなさまにご協力をお願いすることがございます。
イベントの永続的な開催のためにも何卒よろしくお願いいたします。
開催日が近くなりましたら出展者専用ページにてご案内いたします

大切なご案内
「東京アートクラフトフェスタ vol.3」は当初、浅草橋「東商センター」にて 2020 年 6 月 21 日（日）
に開催を予定しておりましたが、 世界的な新型コロナウイルス感染症 （COVID-19） 拡大の状況
を踏まえ、 開催を延期させていただく判断に至りました。 変更後の開催日は 2020 年 11 月 15 日
（日）、 会場は浜松町 「東京都立産業貿易センター浜松町館」 に変更して開催となります。
開催日および会場の変更に伴い、 展示サイズ （テーブルの大きさ） や出展条件 ・ 規約 ・ 注意
事項などが変更となっております。 すでに出展をお申込みの方も改めてご確認いただきますよう、
ご協力をお願いいたします。
また、 すでに出展料をお支払いいただいたご出展者様は、 変更に伴う追加料金はございません。
ご不明な点がございましたら、 運営事務局までお気軽にお問い合わせください。
尚、 変更前にお申込みいただきました各ブースタイプについて、 会場移転に伴う展示テーブル
備品の都合により、 下記の通り変更となっております。 ご了承ください。 （変更後、 新しく設定され
た出展料との差額のお支払いは必要ございません）

一般出展をお申込みの場合
一般出展ブースで出展をお申込みの場合は、 会場施設備品のテーブル （展示台） サイズの変
更に伴い、 展示スペースがより広くなります。 変更後の展示スペース （テーブル上） は下記のと
おりとなります。 より詳細な情報は別紙の新しい出展案内をご確認ください。 尚、 電源は使用でき
ません。

◆一般出展ブース 「シングル」 でお申込みの場合
変更前 ： 一般出展ブース ・ シングル （幅 180cm× 奥行 60cm テーブル上）
変更後 ： 一般出展 ・ スタンダードシングル （幅 180cm× 奥行 90cm テーブル上）

◆一般出展ブース 「ダブル」 でお申込みの場合
変更前 ： 一般出展ブース ・ ダブル （幅 360cm× 奥行 60cm テーブル上）
変更後 ： 一般出展 ・ スタンダードダブル （幅 360cm× 奥行 90cm テーブル上）

◆一般出展ブース 「ハーフ」 でお申込みの場合
変更前 ： 一般出展ブース ・ ハーフ （幅 90cm× 奥行 60cm テーブル上）
変更後 ： 一般出展 ・ ショートタイプ （幅 150cm× 奥行 60cm テーブル上）

ワークショップ出展をお申込みの場合
ワークショップブースで出展をお申込みの場合は、 会場施設備品のテーブル （展示台） サイ
ズの変更に伴い、 講習スペースの奥行が若干狭くなりますが、 貸出用の道具等をテーブル中央
に配置した場合、 段差もなく、 参加者から手に届きやすく、 より作業がしやすくなります。
変更後の講習スペース （テーブル上） は下記のとおりとなります。 より詳細な情報は公式サイ
トにて公開中の最新版の出展案内をご確認ください。

◆ワークショップブース 「シングル」 でお申込みの場合
変更前 ： ワークショップブース ・ シングル （幅 180cm× 奥行 120cm テーブル上）
変更後 ： ワークショップ ・ シングル （幅 180cm× 奥行 90cm テーブル上）

◆ワークショップブース 「ダブル」 でお申込みの場合
変更前 ： ワークショップブース ・ ダブル （幅 180cm× 奥行 120cm テーブル上） 2 枠
変更後 ： ワークショップ ・ ダブル （幅 180cm× 奥行 90cm テーブル上） 2 枠

搬出入に伴う変更点
会場施設の使用規定により、 下記に当てはまる場合は事前申請が必要となります。 詳細は開催
２カ月前までに出展者専用ページにて順次ご案内いたします。
・ お車で搬出入をする場合 （事前申請による入車証の取得と時間の指定がございます）
※協賛企業ブースのみ
・ 台車を使用する場合 （一般入口から搬入することが禁止されています）

禁止事項
会場は 2020 年にオープンする新しい施設です。 会場施設および展示台 ・ テーブルの汚損 ・
破損については賠償を求められることがございます。 ルールを守って、 ご利用いただきますようご
協力をお願いいたします。 主な禁止事項は下記となります。
・ 展示室内壁面にポスターを貼付けたり、 物をたてかけること
・ 床面へのくぎ打ち、 ねじ止めなど床が傷つく恐れのある行為
・ 貸出用の展示台 ・ テーブルにガンタッカーや画びょう、 釘等を使用すること
・ 消防設備 （屋内消火栓 ・ 消火器等） の 1m 以内に物を置くこと
・ 台車を使用して一般入口から入場すること
（台車を使用する場合は 1F からの搬出入となります）

