
TOKYOハンドメイド祭vol.3
【開催日】

2023年3月11日（土） 12:00-17:30
2023年3月12日（日） 11:00-16:30

【会場】
東京都立産業貿易センター浜松町館 2F展示室
（東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝）

【主催】
一般社団法人日本アートクラフト連盟

ブースタイプ詳細・出展料金
この資料は「TOKYOハンドメイド祭vol.3」開催時（2023年月3月開催）の情報です



BOOTH TYPE

展示規模に合わせた３種類のブースタイプ
すべてテーブル＆イスの貸出付きです
TOKYOハンドメイド祭は展示の規模に合わせて３種類のブースタイプがあります。どのタ
イプも展示用のテーブルとイスの貸出がセットになっているので、持ち込む荷物が少なく、
安心して展示ができます。土曜日のみ・日曜日のみの1日出展、土曜日と日曜日の2日連続
出展が可能です。 ※イスの追加は不可 ※イス・テーブル等の持込不可

※「TOKYOハンドメイド祭vol.1」「TOKYOハンドメイド祭vol.2」に設置していた「ミニミニタイプ」のブースタイプ
は廃止となりました。ご了承ください。 

※お車での搬出入、台車を使用しての搬出入はできません。※ディスプレイ照明・作品加工などでポータブル電源
の持込みは可能です。※法人・ショップも一般出展ブースでご出展いただけます。※販売できないものがあります。
別紙の出展規約・禁止事項でご確認ください。※イスの追加レンタルおよび持込みは不可です。※設営の効率化の
ため不要であってもイスの数を減らすことはできません。※新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、過密を
防止するため、各ブースタイプに出展者定員を設けております。定員を超える利用、追加のイスのレンタル、イスの
お持込みはお断りいたします。また、近隣のブースに迷惑がかかる行為があった場合は、以後の出展をお断りさせ
ていただきますので、みなさまが安心して気持ちよく出展できるようご協力をお願いいたします。

テーブルサイズ比較
左から
・スタンダードタイプ
・ショートタイプ

テーブル イス（出展者定員） 電源使用 出展料

幅 180cm
奥行 90cm

2脚
（出展者2名まで）

出展者パス2枚付き
不可

土曜出展： 税込 11,980円
日曜出展： 税込 11,980円
両日出展： 税込 22,960円 *

スタンダードタイプ
（ハンドメイド総合エリア）

（浜松町にゃんこ雑貨横丁エリア）
（花と緑のクラフトマルシェエリア）

ブースタイプ

幅 150cm
奥行 60cm

2脚
（出展者2名まで）
出展者パス2枚付

不可
土曜出展： 税込 10,980円
日曜出展： 税込 10,980円
両日出展： 税込 20,960円 *

ショートタイプ
（ハンドメイド総合エリアのみ）

幅 180cm
奥行 90cm

6脚
（出展者2名まで）
出展者パス2枚付

不可
土曜出展： 税込 13,980円
日曜出展： 税込 13,980円
両日出展： 税込 26,960円 *

ワークショップタイプ
（ハンドメイド総合エリアのみ）

＊同時申込割引時の価格、1日ずつ個別に申込んだ場合は割引が適用されません



STANDARD TYPE single

ほぼ畳一帖サイズのワイドな展示台
【スタンダードタイプ】は、幅180cm・奥行90cm・高さ約74cmのワイドなテーブル
（展示台）の上が展示スペースとなっています。テーブル1本とイス2脚の貸出がセ
ットになっています。対面型の展示販売に最適です。

【出展料に含まれるもの】 展示スペース実質 幅180cm・奥行90cm
□ テーブル貸出： 1台 　□ イス貸出： 2脚（変更不可）　□ 出展者パス： 2枚（2名分）
●隣のブースとのテーブル設置間隔： 両側とも50cm程度 ※
●イス設置部分のスペース： 幅はテーブルと同じ、奥行50cm～60cm程度 ※

※レイアウトの都合上、記載の間隔よりも狭くなることがございます。ご了承ください。

【概要】 ●商号・屋号・作家名・オリジナルキャラクター名等で出展できるブースです。●ハンドメイド雑貨などを展
示販売している個人やグループの方におすすめです。※ハンドメイド作品はオリジナルのものに限ります。知的財
産権を侵害しているものは展示できません。●アートクラフトに関連した道具・材料・商品を取り扱うショップ・メー
カーも出展できます。※中古品・食品・生き物など一部販売できない商品がございます。出展規約をご確認ください。
●ブースは展示用テーブルと出展者用イスの貸し出しがセットになっています。●商品販売を行わず展示やPRだ
けの出展も可能です。●通路の向きはブース配置により異なります。●体験メニューを実施する場合は、通路側にイ
スを設置することもできます。●ブースはテーブル上を展示可能スペースとしています。壁面はついておりません。
●イスを追加でレンタルすることはできません。●設営の効率化のため不要であってもイスの数を減らすことはで
きません。●ハンドメイド総合エリアのみ同一の出展名で複数枠お申込みいただけます。

【注意事項】 ※必ずテーブルには布をかけて展示してください。※電源は使用できません（ポータブル電源の持ち
込みは可能）。※台車を使用した搬出入はできません。展示物はスーツケース等でお持ち込みください。※お車での
搬入はできません。※日本郵便「ゆうパック」を利用した展示物の事前発送が可能です（予定）。土曜日に出展の場
合は設営開始時までにお荷物が到着していない場合がございます。あらかじめご了承ください。※のぼりや看板な
ど近隣のブースの迷惑となる展示はご遠慮ください。※テーブル・イスの持ち込みは禁止です。※会場設備の事情
によりパーテーション等の壁面を使用することはできません。※公序良俗に反する展示、差別的・侮辱的・猥褻的な
表現を含む展示、他者に不快感を与える表現を含む展示は禁止となっております。

展示台 幅180cm×奥行90cm
土曜出展 出展料： 税込 11,980円  ※土曜日のみ出展

日曜出展 出展料： 税込 11,980円  ※日曜日のみ出展

両日出展 出展料： 税込 22,960円  ※同時申込割引（1,000円お得）

※1日ずつ個別に申し込んだ場合は割引が適用になりません

幅180cm
奥行90cm
高さ約74cm

ハンドメイド総合エリア 浜松町にゃんこ雑貨横丁エリア 花と緑のクラフトマルシェエリア

スタンダードタイプ
定員： 出展者 ２名まで（お手伝い・同伴のご家族を含む）



SHORT TYPE

ちょうど良いサイズのブースタイプ
【ショートタイプ】は、幅150cm・奥行60cm・高さ約70cmのテーブル（商談机大）の
上が展示スペースとなっています。テーブル1本とイス2脚の貸出がセットになって
います。1～2名の出展に最適です。

【出展料に含まれるもの】 展示スペース実質 幅150cm・奥行60cm
□ テーブル貸出： 1台 　□ イス貸出： 2脚（変更不可）　□ 出展者パス： 2枚（2名分）
●隣のブースとのテーブル設置間隔： 両側50cm程度 ※
●イス設置部分のスペース： 幅はテーブルと同じ、奥行50cm～60cm程度 ※

※レイアウトの都合上、記載の間隔よりも狭くなることがございます。ご了承ください。

【概要】 ●商号・屋号・作家名・オリジナルキャラクター名等で出展できるブースです。●ハンドメイド雑貨などを展
示販売している個人やグループの方におすすめです。※ハンドメイド作品はオリジナルのものに限ります。知的財
産権を侵害しているものは展示できません。●アートクラフトに関連した道具・材料・商品を取り扱うショップ・メー
カーも出展できます。※中古品・食品・生き物など一部販売できない商品がございます。出展規約をご確認ください。
●ブースは展示用テーブルと出展者用イスの貸し出しがセットになっています。●商品販売を行わず展示やPRだ
けの出展も可能です。●通路の向きはブース配置により異なります。●体験メニューを実施する場合は、通路側にイ
スを設置することもできます。●ブースはテーブル上を展示可能スペースとしています。壁面はついておりません。
●イスを追加でレンタルすることはできません。●設営の効率化のため不要であってもイスの数を減らすことはで
きません。●同一の出展名で各日１枠までお申込みいただけます。

【注意事項】 ※必ずテーブルには布をかけて展示してください。※電源は使用できません（ポータブル電源の持ち
込みは可能）。※台車を使用した搬出入はできません。展示物はスーツケース等でお持ち込みください。※お車での
搬入はできません。※日本郵便「ゆうパック」を利用した展示物の事前発送が可能です。土曜日に出展の場合は設
営開始時までにお荷物が到着していない場合がございます。あらかじめご了承ください。※のぼりや看板など近隣
のブースの迷惑となる展示はご遠慮ください。※テーブル・イスの持ち込みは不可です。※会場設備の事情により
パーテーション等の壁面を使用することはできません。※公序良俗に反する展示、差別的・侮辱的・猥褻的な表現を
含む展示、他者に不快感を与える表現を含む展示は禁止となっております。

商談机（大） 幅150cm×奥行60cm
土曜出展 出展料： 税込 10,980円  ※土曜日のみ出展

日曜出展 出展料： 税込 10,980円  ※日曜日のみ出展

両日出展 出展料： 税込 20,960円  ※同時申込割引（1,000円お得）

※1日ずつ個別に申し込んだ場合は割引が適用になりません

幅150cm
奥行60cm
高さ約70cm

ハンドメイド総合エリアのみ

ショートタイプ
定員： 出展者 ２名まで（お手伝い・同伴のご家族を含む）



WORKSHOP TYPE

6人まで同時に体験できる体験ブース
【ワークショップシングル】タイプは、幅180cm・奥行90cm・高さ約74cmのテーブ
ル（展示台）の上が体験ワークショップスペースとなっています。テーブル1本とイス
6脚の貸出がセットになっています。最大6人が同時に体験可能です。

【出展料に含まれるもの】 体験スペース実質 幅180cm・奥行90cm
□ テーブル貸出： 1台 　□ イス貸出： 6脚　□ 出展者パス： 2枚（2名分）
●イス設置部分のスペース： 幅はテーブルと同じ、奥行50cm～60cm程度 ※

※電源を使用する場合はポータブル電源をお持ち込みください
（エンボスヒーター・UVライト・ドライヤー・グルーガンなどが対象）

【概要】 ●講師名・アトリエ名・商号・屋号・作家名・オリジナルキャラクター名等で出展できるブースです。●ハンドメイド教室な
どを実施している個人・法人・グループの方におすすめです。※ハンドメイド作品はオリジナルのものに限ります。知的財産権を
侵害しているものは展示できません。●アートクラフトに関連した道具・材料・商品を取り扱うショップ・メーカーも出展できます。
※中古品・食品・生き物など一部販売できない商品がございます。出展規約をご確認ください。●ブースはテーブルと体験者・出
展者用イスの貸し出しがセットになっています。●体験ワークショップの実施が必須条件となっております。●通路の向きはブー
ス配置により異なります。●ブースはテーブル上を体験ワークショップスペースとしています。壁面は使用できません。POP・ポ
スター等の貼り付けも禁止です。●設営の効率化のため不要であってもイスの数を減らすことはできません。●同一の出展名で
各日２枠までお申込みいただけます。（但しワークショップスペースは隣接できない場合があります） ●テーブル、イスの持ち込
みは禁止となっております。 ※イベントの安全上の理由から会場備付の電源は使用できなくなりました。

【注意事項】 ※大きな音が出る作業工程があるワークショップや、裸火・バーナー・高音になる機器や、スプレー等を使用するワ
ークショップは禁止となっております。※必ずテーブルには布をかけて展示・ワークショップを実施してください（汚損の場合は
賠償金が発生いたします）。※電源は使用できません（ポータブル電源の持ち込みは可能）。※台車を使用した搬出入はできま
せん。展示物はスーツケース等でお持ち込みください。※お車での搬入はできません。※日本郵便「ゆうパック」を利用した展示
物の事前発送が可能です。土曜日に出展の場合は設営開始時までにお荷物が到着していない場合がございます。あらかじめご
了承ください。※のぼりや看板など近隣のブースの迷惑となる展示はご遠慮ください。※テーブル・イスの持ち込みは不可です。
※会場設備の事情によりパーテーション等の壁面を使用することはできません。※公序良俗に反する展示、差別的・侮辱的・猥
褻的な表現を含む展示、他者に不快感を与える表現を含む展示は禁止となっております。

展示台 幅180cm×奥行90cm
土曜出展 出展料： 税込 13,980円  ※土曜日のみ出展

日曜出展 出展料： 税込 13,980円  ※日曜日のみ出展

両日出展 出展料： 税込 26,960円  ※同時申込割引（1,000円お得）

※1日ずつ個別に申し込んだ場合は割引が適用になりません

大きな音が出る作業工程があるワークショップや、
裸火・バーナー・高温になる機器、スプレー等の使用は禁止です

ワークショップタイプ
定員： 出展者 2名まで（お手伝い・同伴のご家族を含む）

ハンドメイド総合エリアのみ ワークショップ実施が必須条件



OPTION

有料オプションのご案内
TOKYOハンドメイド祭ではご出展のご希望にあわせて各種オプションがございます。出展
確定後にお申込みいただけます。一部オプションは対応できるブースに限りがあるため、先
着でのお申込みでの対応になります。

● ブース隣接オプション
料金： 税込1,000円（銀行振込） ※1日出展・両日出展いずれも
お友達のブースと隣になりたい場合は「ブース隣接オプション」をお申込みいただけます。２
つのブースを横並びでご用意いたします。※但し同一のブースタイプ・出展エリアに限りま
す。※申込者が代表してお支払いください。※両日出展の場合も1日出展の場合も税込
1,000円です。

● コーナーブースオプション
料金： 税込3,000円（銀行振込） ※両日出展のみ
出入りがしやすく、多くのお客様が通行するコーナー側にブースの配置をご希望の場合は
「コーナーブースオプション」をお申込みいただけます。※但し両日出展する場合に限ります。

● 出展名・出展内容・ブースタイプのご変更
料金： 税込1,000円（銀行振込） ※変更手数料として
出展確定後に出展名や出展内容の変更をご希望の場合は、変更手数料がかかります。ブー
スタイプを変更する場合も変更手数料が必要です。※ブースタイプの変更は空きがある
場合のみ対応可能です。

● 追加の出展者パス発行
料金： 1人 税込1,000円（当日現金払い） ※2日間有効
設営時（準備の時間）・撤収時（お片付けの時間）に出展者定員（ブース1枠につき2名）を超
えて、展示室に入場する場合は追加の「出展者パス」をお買い求めください（事前予約制）。
※搬入だけ・搬出だけの場合も「出展者パス」が必要です。展示室外で受け渡す場合は通
行パスの購入は不要です※但し、車イスの出展者がいる場合は介助者1名分は無料で発
行いたします。※乳幼児を含むお子様も1名につき1枚の「出展者パス」が必要です。※盗
難・いたずら・事故等のトラブル防止のための取り組みですので、ご理解とご協力をお願い
いたします。※1ブース1枠につき2枚まで購入可能


