
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

イベント概要
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



CONCEPT

スタンプホビーと消しゴムはんこの祭典
TOKYOスタンプフェスタは、スタンプホビーと消しゴムはんこをテーマにした専門
イベントです。いまや伝説ともなっているスタンプ専門イベント「スタンプカーニバ
ル」が開催された地（建替前の同会場で2008年・2009年・2014年に開催）で、「浅
草橋けしごむはんこヴィレッジ」の運営チームが再結集して開催します。また開催４
回目となるハンドメイド総合イベント「TOKYOハンドメイド祭vol.4」も同時開催、
幅広い世代の来場者が見込まれます。

PLACE

ＪＲ浜松町駅から徒歩約５分の展示場
TOKYOスタンプフェスタは「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年に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 STAMP FESTA

消しゴムはんこ、オリジナルラバースタンプ、
輸入スタンプ、インク、彫刻刀なども販売可能
TOKYOスタンプフェスタでは、プロ・アマチュア・個人・法人を問わず、消しゴムは
んこ、オリジナルラバースタンプ、輸入スタンプ、インク、彫刻刀、「スタンプホビー」
や「消しゴムはんこ」に関連する商品・材料・パーツ・キット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。※ブースタイプにより出展料が異なります

ＦＯＲ CREATORS

日帰り出展しやすいイベント時間
TOＫYOスタンプフェスタは土曜日・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）
※併催の「TOKYOハンドメイド祭vol.4」と合算した目標値 



「TOKYOスタンプフェスタ2023」 まとめ
●When（いつ）
・2023年10月14日（土） 一般開場 12:00 / 閉場 17:30
・2023年10月15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）
・オリジナルの消しゴムはんこやラバースタンプを販売したい方
・スタンプで表現したカードや雑貨、アートを販売したい方
・スタンプホビー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）
・オリジナルのスタンプ、消しゴムはんこの展示販売
・オーダーメイド制作のプロモーションやサンプル展示
・スタンプホビー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
・作品や商品の販売やPR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
・消しゴムはんこ作家同志、スタンプ愛好家同志の交流の場として

●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） ※別紙の資料をご覧ください
・個人またはペア： 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）
・企業・ショップ： 出展料 1日 税込19,980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

　わたしたちは「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ハンドメイド祭ならびにTOKYOスタンプフェスタは国籍・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

イベント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ハンドメイド祭ならびにTOKYOスタンプフェスタは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。そのため、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スタンプフェスタ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スタンプフェスタ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！

12:00 - 17:30

2023年 10月14日
11:00 - 16:30

2023年 10月15日

記念スタンプ設置 OK ！ 消毒液は各自ご用意ください

　消しゴムはんこやスタンプ系イベントでは定番となって
いる出展者の各ブースに任意で設置する「記念スタンプ」
について、「TOKYOスタンプフェスタ2023」では、設置を
推奨する運びとなりました。

　出展ブース内に「記念スタンプ」を設置する際は、必ず
展示布を敷き、展示台（テーブル）が汚れないようにしてく
ださい（汚損した場合、賠償請求を行うことがあります）。

　また、新型コロナウイルス感染症対策として、「消毒液の
設置」、「記念スタンプやスタンプ台のこまめな消毒」をお
願いいたします。



※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スタンプフェ
スタに「スタンプ作家ブース」で申し込んだ場合のブースタイプ（150cm×60cmテーブル１台とイス2脚の貸出・出展
者パス2名分）と実質的な占有面積が最も近い条件で、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スタンプ
フェスタ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
※2023 開催時情報

1,500円
（当日券）

横浜イベントＹ
※2023 開催時情報

1,200円
（当日券）

東京イベントＮ
※2023 開催時情報

1,000円
（当日券）

28,060円
テーブル・イス２脚の

レンタル料を含む

10,980円～
スタンプ作家ブース

25,620円
テーブル・イス２脚の

レンタル料を含む

23,800円
テーブル・イス２脚の

レンタル料を含む

13,200円
（テーブル貸出付）

会場 東京駅からのアクセス 一般入場料 出展料

TOKYO
スタンプフェスタ

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スタンプフェスタ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。



TOKYOハンドメイド祭×TOKYOスタンプフェスタ×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・TOKYOスタンプフェスタ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・TOKYOスタンプフェスタ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・TOKYOスタンプフェスタは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。（出展規約に基づく不可抗力による開催中止の場
合は出展料はご返金できません）

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


