
TOKYOスタンプフェスタ2023
【開催日】

2023年10月14日（土） 12:00-17:30
2023年10月15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スタンプフェスタ2023」開催時（2023年10月開催）の情報です



BOOTH TYPE

テーブルとイス付きだから安心！
消しゴムはんこ・スタンプ関連アイテムを販売可能
TOKYOスタンプフェスタは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

※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。
※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。
※各ブースタイプとも、同一の出展名で２枠までお申込みいただけます。
※ご友人のブースと隣り合わせで出展したい場合は隣接ブースオプション（＋税込1,000円）をご利用ください。
　（出展確定後にお申込みいただけます。※スタンプ作家ブースのみ）

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 イス（出展者定員） 電源使用 出展料ブースタイプ

＊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

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 14,980円
日曜出展： 税込 13,980円
両日出展： 税込 27,960円 *

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 11,980円
日曜出展： 税込 10,980円
両日出展： 税込 21,960円 *

スタンプ作家ブース
（消しゴムはんこ作家・

オリジナルスタンプ作家）

幅 180cm
奥行 90cm

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 20,980円
日曜出展： 税込 19,980円
両日出展： 税込 39,960円 *

企業・ショップブース
（企業＆ショップゾーン）

ワークショップブース
（ワークショップ実施が必須）

テーブルサイズ比較
・企業＆ショップブース（左）
・スタンプ作家ブース（右）



【限定】 消しゴムはんこ作家・オリジナルスタンプ作家

オリジナルのスタンプを展示販売※

【スタンプ作家ブース】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。※スタンプを使用したカード・雑貨・アートも販売可

【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： 片側50cm程度 ※　 (イス設置側から向かって右手側が占有通路)
●イス設置部分のスペース： 幅はテーブルと同じ、奥行50cm～55cm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】 ●屋号・作家名・グループ名等で出展できるブースです。●オリジナルの消しゴムはんこ、ラバースタンプ、
インク浸透式スタンプなどを作成している個人やグループの方におすすめです。※スタンプはオリジナルのもの
に限ります。版権モノ、知的財産権を侵害しているものは展示できません。●消しゴムはんこやスタンプを使用した
ものであればカードや雑貨・アートも販売ができます。●オリジナルのスタンプを制作している作家を対象としたゾ
ーンにブースが配置されますので、スタンプに関連のないものは販売できません。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。●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２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。※記念スタンプを設置する場合は近隣ブースに迷
惑がかからないようご配慮ください。※電源は使用できません（ポータブル電源の持込みは可能）。※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。※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 11,980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 21,960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

TOKYOスタンプフェスタ

スタンプ作家ブース
定員： 出展者 ２名まで（お手伝い・同伴のご家族を含む）

※消しゴムはんこ作家・オリジナルスタンプ作家限定

幅150cm
奥行60cm
高さ約70cm



対象： 株式会社・有限会社・合同会社・社団法人などの法人、およびショップ

ほぼ畳一帖サイズのワイドな展示台
【企業・ショップブース】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： 片側50cm程度 ※ (イス設置側から向かって右手側が占有通路)
●イス設置部分のスペース： 幅はテーブルと同じ、奥行50cm～55cm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。●スタンプホビーや消しゴム
はんこに関連したアイテムを展示販売したい企業（メーカー、ショップ）におすすめです。知的財産権を侵害してい
るものは展示できません。●スタンプホビーに関連した道具・材料・商品を取り扱うショップ、スタンプ関連の輸入
アイテムを取り扱うショップも出展できます。※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。●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。●企業・ショップブースで3枠以上のお申込みをご希望の場合は、事務局までご相談ください。

【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 20,980円  ※土曜日のみ出展

日曜出展 出展料： 税込 19,980円  ※日曜日のみ出展

両日出展 出展料： 税込 39,960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

企業・ショップブース
定員： 出展者 ２名まで（お手伝い・同伴のご家族を含む）

TOKYOスタンプフェスタ

幅180cm
奥行90cm
高さ約74cm



WORKSHOP TYPE

6人まで同時に体験できる体験ブース
【ワークショップブース】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 ※

　(壁側から向かって右手側が占有通路)
※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 14,980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 27,960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

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

TOKYOスタンプフェスタ 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スタンプフェスタ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。

● 出展名・出展内容のご変更
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。

● 設営・撤収時間帯の通行パス発行
料金： 1人 税込1,000円（当日現金払い） ※2日間有効
有効時間： 土曜日 10:30-12:00・17:30-18:30 / 日曜日 9:30-11:00・16:30-17:30 
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「通行パス」をお買い求めください。※搬入だけ・搬出だけ
の場合も「通行パス」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「通行パス」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。



TOKYO STAMP FESTA

記念スタンプを設置しませんか？
TOKYOスタンプフェスタではご来場のお客様にスタンプの楽しさを体験していただくため
に、お客様が無料で捺すことができる「記念スタンプ」をブース内に設置することをご提案
しております。お客様にブースに立ち寄るきっかけを作り、売上アップの効果を狙います。

●記念スタンプとは？
イベント名や日付が入ったオリジナルのスタンプ。消しゴムはんこやラバースタンプ、イン
ク浸透式スタンプなどスタンプであればOK。かつて開催されていたスタンプ専門イベン
ト「スタンプカーニバル」の出展者が自発的に始めたことがきっかけで、他の出展者にも広
がりスタンプ系イベントの楽しみ方のひとつとして定着しました。「イベントに来た人しか捺
せない」「無料で捺せる」など、来場者の間でもスケッチブックを持参して、各出展者のブー
スをまわって「記念スタンプめぐり」を楽しむスタンプファンも。

●記念スタンプのルールやサイズは？
特に決まったルールはありませんが、イラスト・作者名または屋号・イベント名・開催日が入
ったものが多く、片手で捺せるような縦5cm×横5cm以下のサイズが一般的です。インク
は発色が美しく、濃く押印でき、速く乾くスタンプインクが好まれます。汚れ防止のために記
念スタンプ設置場所にはカッターマットなどを敷いてください。

●記念スタンプ設置のメリット・デメリット
＜メリット＞　ブースにお客様が立ち寄るきっかけを作り、販売促進に繋がる。お客様がブ
ースの前にいる状態が多いため、人気のブースのように感じてもらうことができる。（一方、
記念スタンプを設置していないブースは素通りされることが多いため不人気ブースのよう
に思われることがある）
＜デメリット＞　お客様が「記念スタンプめぐり」に夢中になり記念スタンプを捺したらすぐ
に立ち去ってしまうことも多い。売上をアップさせるためには、他の展示品も見てもらえるよ
うにPOPで訴求したり、「こんにちは」「ぜひ〇〇も見ていってください」「今回の新作もご覧
ください」などの声かけ、接客スキルを磨くなどの工夫が必要。また人だかりが出来すぎて
近隣のブースに迷惑がかからないようにお客様を誘導するなどの対応も必要。

10.14
10.15

記念スタンプ制作見本

イベント名

開催日
出展者の個性を活かしたイラスト

屋号やブース名を入れても可


