
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

イベント概要
この資料は「TOKYOハンドメイド祭vol.3」開催時（2023年3月開催）の情報です



CONCEPT

入場無料で楽しめる都市型ハンドメイド市場
TOKYOハンドメイド祭（略して「トーサイ」）は、JR浜松町駅から徒歩5分の複合施
設「東京ポートシティ竹芝」内の展示場「東京都立産業貿易センター浜松町館」で開
催するハンドメイド雑貨・ファッション小物・アクセサリー・アートのマーケットイベ
ントです。一般来場者の入場料は無料。駅近で気軽に足を運べて、オリジナルの手
づくりアイテムを探せる「宝探し」のようなイベントです。

PLACE

ＪＲ浜松町駅から徒歩約５分の展示場
TOKYOハンドメイド祭は「JR浜松町駅」から徒歩約５分の立地にある最新展示場
「東京都立産業貿易センター浜松町館」で開催。再開発でいま高い注目を集めている
浜松町・竹芝エリアに2020年オープンした複合施設「東京ポートシティ竹芝」内に入
る最新設備を完備した展示場です。各フロアには緑豊かな「スキップテラス」、カフェ・
飲食店が並ぶ「竹芝グルメリウム」「みなと横丁」などイベントの前後も快適に楽しめ
る施設が充実。エレベーター、コインロッカー、授乳室・オムツ替え室、多目的トイレな
ど、様々な年代の方が快適に過ごせる設備を完備しています。またＪＲ線・東京モノレー
ル線・都営地下鉄・ゆりかもめ線の６路線の各駅からアクセスできます。

・JR山手線／JR京浜東北線 「浜松町駅」 から徒歩約５分
・東京モノレール 「浜松町駅」 から徒歩約５分
・都営浅草線／都営大江戸線 「大門駅」 B2出口から徒歩約７分
・ゆりかもめ 「竹芝駅」 から徒歩約２分（歩行デッキで直結）



TOKYO ＨＡＮＤＭＡＤＥ SAI

雑貨やアクセサリー等のハンドメイド作品、
アート、材料、パーツなどを展示販売できます
TOKYOハンドメイド祭では、プロ・アマチュア・個人・法人を問わず、ハンドメイド雑
貨、手作りアクセサリー、衣服、ファッション小物、アートなど「オリジナルで手作りの
モノ」や「アート」「クラフト」「ハンドメイド」に関連する材料やパーツ等を展示販売
することができます。土曜日のみ、日曜日のみの1日単位で出展できるほか、2日間
通して出展することもできます。※食品・化粧品・薬品・生き物・コピー品・転売品等の展示販売不可

ＦＯＲ CREATORS

日帰り出展しやすいイベント時間
TOＫYOハンドメイド祭は土曜日・日曜日それぞれ１日ずつ出展申込ができます。出
展者の金銭的・体力的負担の軽減を目指し、地方在住のクリエイターやアーティス
トにも参加しやすい取り組みを行っています。また、1日を最後まで笑顔で元気に乗り
切れるように、開催時間も「5時間半」に集中させています。一般開場時間である「土
曜日・12時」「日曜日・11時」までにブース設営が完了すればよいので、1日出展の
場合は広範囲の出展者が日帰りで出展できます。※搬入・設営・搬出は出展当日の
みとなっています。※搬入・設営時間は約1時間30分、搬出時間は約1時間

【DATA】 出展予定ブース数： 約400ブース（2日間合計）
客層の男女比率： 女性6割・男性4割（想定） / 動員目標：5,000人（2日間） 



CONCEPT AREA

ハンドメイド総合（オールジャンル）

TOＫYOハンドメイド祭のメインエリアとなるハンドメイド総
合エリアは様々なジャンルのハンドメイドの作品・材料・制
作道具などを展示販売できます。＜スタンダードタイプ＞お
よび＜ショートタイプ＞ブースでご出展いただけます。

CONCEPT AREA

浜松町にゃんこ雑貨横丁
TOＫYOハンドメイド祭の人気エリア「浜松町にゃんこ雑貨横
丁」は、猫をテーマにしたハンドメイド作家が集まるエリアで
す。猫をモチーフにしたデザインのハンドメイド雑貨を作って
いる方は「浜松町にゃんこ雑貨横丁」ゾーンの出展をオスス
メいたします。＜スタンダードタイプ＞のみ

CONCEPT AREA

花と緑のクラフトマルシェ
TOＫYOハンドメイド祭vol.3から新設する「花と緑のクラフ
トマルシェ」は、お花モチーフのハンドメイド雑貨や、ボタニ
カルアート、ボタニカルクラフトなどのハンドメイド作家さん
にオススメするエリアです。＜スタンダードタイプ＞のみ*1

CONCEPT AREA

体験ワークショップ
「手頃な料金で本格的なハンドメイド体験」をテーマにした、
人気のエリア。最大６人までワークショップができる体験をメ
インにしたエリアです。＜ワークショップタイプ＞のみ

*1： 「花と緑のクラフトマルシェ」は花と緑をテーマにしたハンドクラフト作品の
みを対象としています。※花瓶・水を使用した生花、生花を使用したブーケ、寄
せ植え等の展示販売は禁止となっております。但し「苔玉」「多肉植物」を使用し
たクラフトは展示販売が可能です。



「TOKYOハンドメイド祭vol.3」 まとめ
●When（いつ）
・2023年3月11日（土） 一般開場 12:00 / 閉場 17:30
・2023年3月12日（日） 一般開場 11:00 / 閉場 16:30

●Where（どこで）
・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内）
・JR浜松町駅から徒歩5分
・ゆりかもめ竹芝駅から徒歩2分
・地下鉄大門駅から徒歩7分

●Who（出展できる人）
・オリジナルのハンドメイド作品を販売したい方
・ハンドメイドに関する材料や道具、キットを販売したい方
※プロ、アマチュア、法人、個人を問わずにご出展いただけます

●What（何を）
・オリジナルのハンドメイド雑貨の展示販売
・オリジナルのイラスト、写真およびそのグッズの展示販売
・オーダーメイド制作のプロモーションやサンプル展示
・ハンドメイドに関する材料や道具、キットの展示販売

●Why（どんな目的で）
・オリジナル作品発表の場として
・作品や商品の販売の場として
・様々なお客様とのコミュニケーションの場として
・ハンドメイド作家同士の交流の場として

●How（どうやって）
・指定されたブース（テーブル）の上に作品・商品を並べて展示販売
（販売を行わず展示・プロモーションのみの出展も可能です）

●How much（いくらで）
・スタンダードタイプ： 出展料 1日 税込11,980円より（テーブル1台・イス2脚貸出付き）
・ショートタイプ： 出展料 1日 税込10,980円より（テーブル1台・イス2脚貸出付き）



環境への配慮にご理解ください

　TOKYOハンドメイド祭では「二酸化炭素の排出量の削減」「プラスチックの削減」「リユースへの
取り組み」「印刷物の削減」など、より「環境にやさしくなる方へ」イベントの運営方法を開催毎に見直
し、実施しています。一部ご不便をおかけすることもございますが、環境への配慮にご協力ください。

他者に不寛容な気持ちが強い時は出展をお控えください

　TOKYOハンドメイド祭は国籍・民族・性別・障がいの有無を問わずに「大人から子供まで」あらゆ
る方にハンドメイドの素晴らしさや楽しさを知っていただくことを目的としたイベントです。入場無料
のため様々なお客様がいらっしゃいます。運営事務局では出展者のみなさん、お客様、ご来場いた
だくすべての方が、楽しく穏やかな時間を過ごしていただくことが最も重要だと考えています。
　しかしながら、非常に残念なことに過去に開催したイベントで、ごく一部の出展者の中には特定の
人々を差別するような意見を事務局に寄せたり、SNSで発言する人がおりました。わたしたちは特定
のお客様を排除したり差別をするという考えには共感できません。他者に不寛容な気持ちが強い時
や、心にゆとりがない時は出展をお控えください。また、SNS等で日常の不平不満を書き連ねたり、
誹謗中傷、他者を侮辱する発言などネガティヴな投稿が多い方は出展をお断りしております。

　Twitter・Facebook・Instagramなどの情報発信で、ハンドメイドに関わる事柄以外であって
も、以下の傾向が強い方は出展をお断りすることがあります。
●品位のない言葉が多い　●特定の国、人種、宗教、性、政治団体、人物への過度な批判や暴言
●差別や偏見を助長する発言　●他者を侮辱する発言　●コンプライアンス違反を問われる行為
●世の中に対する不平不満　…など一般企業や有名人の発言であれば厳しい批判を受けたり、炎
上するような投稿内容が確認できる場合は出展をお断りします。お客様の前に出て自分の作品・商
品を売るという自覚と責任、プロとしての覚悟がない方は出展をお控えください。

SNS等で発信している内容によっては出展をお断りすることがあります

TOKYOハンドメイド祭の運営理念に共感していただける出展者を歓迎しております

「人にやさしく環境にやさしい」をテーマに、
SDGs実現に取り組む国際都市「東京」で開催する
次世代ハンドメイドイベントを目指します。
　TOKYOハンドメイド祭はSDGs実現の取組みを進める国際都市・東京で開催するハンド
メイドイベントとして、「人にやさしく環境にやさしい」イベントづくりを目指しています。
　TOKYOハンドメイド祭は他のハンドメイドイベントと、出展方法やルールが大きく異な
ることがあります。出展をお申込みの際は、出展規約・禁止事項などをよくご確認の上、お申
込みください。



テーブル＆イスの貸出付きだから楽ちん！

スーツケースでスマート出展ができる
都市型ハンドメイドマーケットイベント。
TOKYOハンドメイド祭はスーツケースでスマートに出展できるwithコロナ時代の都市
型ハンドメイドマーケットイベントです。出展料にはテーブルとイスの貸出が含まれ
るので楽に出展できます。

TOKYOハンドメイド祭のスマートポイント！
① テーブル＆イスの貸出付きだから少なめの荷物でスマート！
② 出展者パスは出展日当日の受取だから忘れる心配がなくてスマート！
③ 駅から近い展示場だから大汗をかかずに楽々スマート！
④ イベントは５時間半に集中しているから笑顔を保ったままスマート！
⑤ 展示物を宅配便でイベント会場から送ることができるからスマート！
⑥ 周辺に飲食店・カフェ・コンビニも充実！イベント前後もスマート！

ミニチュアスイーツ
ミニチュアドールハウス
ミニチュアフード
メタルエンボッシングアート
モールアート
羊毛フェルト
ラインストーン
ラバースタンプ
リボンレイ
レジン ・ レジンアクセサリー
ロザフィ
ロゼット
ワイヤークラフト
画材 ・塗料 ・絵具
アクセサリーパーツ
木彫 ・ こけし ・ 和雑貨

その他、オリジナルの
アート、クラフト作品であれば
イベントで展示販売ができます

※食品 ・化粧品は販売できません
（くわしくは出展規約をご覧ください）

アート
アクセサリー
あみぐるみ
アメリカンフラワー
アロマワックスバー
アロマストーン
イラストレーション
イレイサースタンプ
エッグアート
押し花
オーブン粘土
カボション
ガラス細工
ガラス工芸
カルトナージュ
革小物
切り紙
銀粘土
グラスアート
グラスサンドアート
グラスリッツェン
クリアカボション
グリーティングカード
グルーデコ

クレイフラワー
消しゴムはんこ
消しゴムスタンプ
消しゴム版画
コサージュ
財布 ・ キーホルダー
サンキャッチャー
サンドブラスト
ジェルキャンドル
シャインカービング
写真
ジュエリー
樹脂粘土
シルエットアート
シルバー
スイーツデコ
スタッズ
スタンプアート
スタンプワーク
ストーンデコ
スワロデコ
ソープカービング
タイルクラフト
タッセル

タティングレース
チェインメイル
彫金
彫紙アート
ちりめん細工
つまみ細工
ティーコゼー
デコパージュ
手づくりキャンドル
手づくり石鹸
テディベア
テラリウム
天然石
透明樹脂
トールペイント
とんぼ玉
布小物
布物 ・衣服
ニット小物
ぬいぐるみ
粘土細工
パーチメントクラフト
ハーバリウム
パステルアート

パワーストーン
ハワイアンリボンレイ
ビーズアクセサリー
ビーズクロッシェ
ビーズ細工
ビーズ刺繍
ビーズステッチ
ビーズドール
ビーズモチーフ
フィルムグラスアート
ブーケ
フェルトスイーツ
フェイクスイーツ
フュージングガラス
フラワーサシェ
プラバン
プリザーブドフラワー
ブローチ
ペーパークイリング
ペーパークラフト
ポーセラーツ
ポーチ
マクラメ
マスキングテープ

12:00 - 17:30

2023年  3月11日
11:00 - 16:30

2023年  3月12日



※比較データは2022年・2023年開催の各イベント公式ページに掲載された出展者向け資料より。TOKYOハンドメイド
祭「スタンダードタイプ」のブース（180cm×90cmテーブル１台とイス2脚の貸出・出展者パス2名分）と最も近い条件
で、日曜日に1日出展する料金として算出。スペースのみの貸出の場合はテーブルおよびイスのレンタル費用を追加し
て計算。都心から会場までのアクセス時間は乗換案内サイトによる最短時間の検索結果を元に掲載。入場料金は成人
が当日券を購入した場合の一般入場料を掲載。※TOKYOハンドメイド祭の各種ブースタイプ詳細・出展料金は別資料
「ブースタイプ詳細・出展料金」をご覧ください。

どうして東京都心で開催するのに出展料がリーズナブルなの？

リーズナブルな出展料の理由は次のページをご覧ください

産業貿易センター
浜松町館

（2020 開館）

東京駅から
電車で約11分

東京駅から
電車で約30分

東京ビッグサイト
（1996 開館）

東京駅から
電車で約30分

東京ビッグサイト
（1996 開館）

東京都立
産業貿易センター

浜松町館
東京駅から

電車で約11分

東京駅から
電車で約48分

パシフィコ横浜
（1991 開館）

無料

東京イベントＤ
※2022 開催時情報

1,000円
（当日券）

東京イベントＨ
※2022 開催時情報

1,500円
（当日券）

横浜イベントＹ
※2022 開催時情報

1,200円
（当日券）

東京イベントＮ
※2022 開催時情報

1,000円
（当日券）

17,560円
（レンタル含む）

11,980円
スタンダードタイプ

19,320円
（レンタル含む）

15,200円
（レンタル含む）

13,200円
（テーブル貸出付）

会場 都心からのアクセス 一般入場料 出展料

TOKYO
ハンドメイド祭

イベント

ＦＯＲ CREATORS

テーブル＆イスの貸出付きでこの価格！！
東京都心なのにリーズナブルな出展料
TOKYOハンドメイド祭はクリエイターやアーティストのみなさんがイベントの主役
として１日を素敵な笑顔で乗り切る事を最も重要なことだと考えています。出展ブー
スにはテーブルとイスの貸出がセットになっているので、出展の体力的・金銭的な
負担が少なく出展できます。また、全国の主要都市で開催されているハンドメイド系
イベントの出展料と比較しても、出展料がお手頃です。また、東京都心からアクセス
のよいJR山手線「浜松町」駅より徒歩５分の場所で開催、イベントを楽しむお客様に
とっても、「足を運びやすいこと」を第一に考えております。

２日出展
同時申込で
さらに割引も



TOKYOハンドメイド祭×エコロジー×エコノミー

エコロジーの観点から運営方法を見直したら
エコノミーな出展料を実現できました
TOKYOハンドメイド祭はエコロジーの観点から、これまで「ハンドメイドイベントでは当た
り前」とされていたものを、「デジタル化できるものはデジタル化をする」ほか、実はそれほ
ど必要ではなく「無駄になっているもの」をひとつひとつ見直しました。またリユースできるも
のを活用し、運営コストの削減に努めました。その結果、東京都心で開催するイベントであり
ながらも、出展料をリーズナブルな料金設定にできました。

●出展者パスは当日受取に、パスケースは持参してリユースを推奨
ハンドメイドイベントの多くは出展者パスを事前に郵送で受け取るケースが一般的ですが、
TOKYOハンドメイド祭では出展者パスを出展日当日の受取にしています。出展者のみなさ
んからは「出展者パスを忘れた」「出展者パスを失くした」という心配がなくご好評をいただ
いております。また、開催毎に約900枚分が使い捨てされてきたパスケースは各自ご用意い
ただきリユースしていただくことで大幅にプラスチック使用を削減できました。※出展者パス
は名刺サイズになっております。出展中はパスを掲示するパスケースをご持参ください。

●イベントチラシを廃止、集客活動はWebに
環境への配慮からイベントのフライヤー（チラシ）を廃止し、SNSやWebを活用した集客方
法にチェンジしました。出展者パスやフライヤーを各出展者に郵送することを廃止したこと
で、二酸化炭素の排出量を削減します。

●自動車での搬出入を不可に
会場はJR山手線・浜松町駅から徒歩５分、周辺の駐車場はとても高額で、車で搬入を希望
する出展者もそれほど多くありませんでした。自動車での搬出入を不可にすることで、自動
車の排出ガスを生み出さないだけではなく、イベントスタッフを荷扱場スペースに常駐す
る必要がなくなり、人件費を削減できました。

●場内リーフレットを廃止に
イベント来場者に配布していたリーフレットを「TOKYOハンドメイド祭vol.2」より廃止しま
した。これまでにも「手がふさがるから要らない」「捨てちゃうから要らない」というお客様の
お声も多く、再利用が難しく、余った印刷物は捨てられてしまう運命のリーフレット。印刷を
やめて、スマホ版イベント公式サイトを充実させていきます。

●看板・POPはリユースする工夫
リユースできる看板・POPを中心に作り、開催回や日時が入ったものはデジタルサイネー
ジを活用するなどの工夫をしています。



with CORONA

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止に取り組みながら開催いたします
TOKYOハンドメイド祭はwithコロナ時代のアートイベントを模索し、開催日時点での感染
者増加状況に応じて様々な感染拡大防止対策を実施いたします。消毒液の設置、マスク・
フェイスガード（フェイスシールド）の着用の推奨、必要に応じて検温を実施する体制を整
えております。また、最新設備を完備した会場となっておりますので、会場内の空気はおよそ
16分間で外気と入れ替わり、新鮮な空気環境が整っております。
●一般社団法人日本アートクラフト連盟の主催による同一会場での過去のイベント（2020年11月「東京アートクラフトフェスタvol.3」、
2021年12月「東京アートクラフトフェスタvol.4」、2022年3月「TOKYOハンドメイド祭vol.1」、2022年10月「TOKYOハンドメイド祭
vol.2」）の開催では、すべての入場者・出展者にマスクまたはフェイスガードの着用と検温にご協力いただきました。開催後14日間の間
にイベント会場で新型コロナウイルス感染症に感染した可能性があることは報告されておりません。

新型コロナウイルス感染症に伴う中止の場合

イベント出展料の一部をご返金いたします
会場は東京都立の展示場のため東京都の要請により

イベント開催の自粛を求められた場合、中止をしなければならない
ことがあります。規約に記載しております通り、不可抗力により

イベントが中止になった場合は出展料の返金は行わないことを基本方針としておりますが、
COVID-19（新型コロナウイルス感染症）に起因する中止の場合に限り、

開催の準備に伴いかかった諸経費を差し引き、出展料の一部をご返金させていただきます。*

* 但し、イベント開催日が「非常事態宣言」または「まん延防止等重点措置」の対象期間であっても、感染防止
対策を整えた上でイベントそのものが開催できる場合は、返金・振替は致しかねますのでご了承ください。返
金につきましては「COVID-19（新型コロナウイルス感染症）」に起因する中止の場合のみとさせていただきま
すのであらかじめご了承の上、出展をお申込みください。

出展をご希望の方は別資料
「出展規約・注意事項・禁止事項」「出展マニュアル」をご覧ください


