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VOL.2 TOKYO,ASAKUSABASHI
東京アートクラフトフェスタ vol.2 開催のご案内
（協賛企業出展 向け）
日時 ：

2019.12.8 （日）
11:00~16:30

会場 ：

東商センター （3F 展示場）
東京都台東区柳橋 2-1-9

主催 ： 一般社団法人 日本アートクラフト連盟
運営 ： 東京アートクラフトフェスタ運営事務局
■ 催事名 ：

東京アートクラフトフェスタ vol.2

■ 開催日時 ：

2019 年 12 月 8 日 （日）

■ タイムスケジュール ：

09:30 搬入 装飾 / 11:00 一般開場 / 16:30 閉場 / 18:00 完全撤収

■ 会場 ：

東商センター （東京都台東区柳橋 2-1-9 東商センタービル 3F）

■ 一般入場料 ：

お一人様 500 円

※未就学児無料

※満 65 歳以上無料

※障がい者手帳をお持ちの方とその介護者の方 1 名様無料
■ 出展料 ：

●協賛企業ブース （シングル） ： 税込 27,900 円
●協賛企業ブース （ダブル） ： 税込 55,800 円
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イベントコンセプト ・ 概要
「彫る」 「切る」 「削る」 「描く」 「捺す」 をテーマにした
楽しむ人と作る人をつなぐアートとクラフトのマーケット！
2019 年、様々なクラフトホビーの中でも 「彫る」 「切る」 「削る」 「描く」 「捺す」 をテーマにしたアー
トとクラフトのジャンルを集めた新しいホビーイベント 「東京アートクラフトフェスタ」 が始まりました。
楽しむ人と作る人をつなぐ、 何度足を運んでも新しい発見があるマーケットイベントです。

カービング系 ・ 消しゴムはんこ系 ・ スタンプ系がジョイント！
道具や制作工程が近いジャンル同志を集めて相乗効果を狙います
東京アートクラフトフェスタは 「彫る」 「切る」 「削る」 「描く」 「捺す」 に関連したアートクラフトホビー
の愛好家をターゲットにしたマーケット （市場） イベントです。 イベント会場ではテーマに合わせたエ
リアを設置します。
木彫・彫刻・切り絵など 「彫る」 「切る」 「削る」 に関連したカービング系のジャンルが集合した 「カー
ビングフェスタ」 エリア、 テレビや書籍でもいま再び熱い注目を集める 「消しゴムはんこ」 系のジャ
ンルが集合した 「浅草橋けしごむはんこヴィレッジ」 エリア、 そして 「捺す」 「描く」 に関連したスタ
ンプアートやスクラップブッキング系のジャンルが集合した 「スタンプフォレスト」 エリアの３つのゾー
ンを軸に、 様々なジャンルを集めた 「アートクラフトマルシェ」 エリアを加え、 それぞれのジャンル
のホビーファンが新しい発見を生み出すイベントとして、 互いのホビーファンを増やす相乗効果を狙
います。

vol.2 開催地もアートやクラフトに馴染み深い 「浅草橋」
フロアから隅田川を見おろせる開放的な会場で開催します
東京アートクラフトフェスタは東京 「秋葉原」 の隣駅 「浅草橋」 の東商センターで開催します。 浅
草橋はアクセサリー手芸雑貨店や和紙手芸雑貨店をはじめ、 クラフト系教室なども点在するアートと
クラフトに馴染みの深い街です。 会場となる浅草橋 「東商センター」 展示場は展示フロアから隅田
川を見おろせる開放的な会場となっており、 隅田川を行き交う個性豊かな水上バスをはじめ、 両国
国技館の屋根や東京スカイツリーを見ることもできます。
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削る

切る

彫刻・木彫・切り絵
フルーツカービング
ソープカービング 等

彫る

ハンド
メイド
作家

捺す

消しゴムはんこ・消しゴム版画
消しゴムスタンプ 等

描く

メーカー
ショップ
出展可

スタンプアート・ATC
スクラップブッキング 等

東京アートクラフトフェスタの特徴
「東京アートクラフトフェスタ」 は、2017年よりスタートした 「浅草橋けしごむはんこヴィレッジ」 を発
展させた、アートとクラフトホビーのマーケットイベントです。
2019年、令和時代を迎えることを機に、さらに多くのホビーファンが楽しめるイベントに進化すべく
「東京アートクラフトフェスタ」にパワーアップリニューアルいたしました。

「彫る ・ 切る ・ 削る ・ 描く ・ 捺す」 に特化したことで
それぞれの愛好家のコミュニティに新製品やサービスを効率よく波及
「東京アートクラフトフェスタ」 では 「彫る ・ 切る ・ 削る ・ 描く ・ 捺す」 をコンセプトに、 関連するクラ
フトに特化したことで、それぞれの愛好家を効率よく集め、コミュニティ内での新商品やサービスの情報
を効率よく波及させることができます。

ハンドメイド作家 ・ アーティスト ・ メーカー ・ ショップ
～アートとクラフトに関連するアイテムを展示販売できます～
ハンドメイド作品 ・ 制作道具 ・ 材料 ・ 素材 ・ パーツ ・ 文具 ・ 画材 ・ 制作キット
彫刻 ・ 木彫 ・ 切り絵 ・ フルーツカービング ・ ソープカービング ・ ベジタブルカービング ・ 彫金
ソープカービング ・ レザーカービング ・ 消しゴムはんこ ・ 消しゴム版画 ・ 消しゴムスタンプ
スタンプアート ・ ATC ・ ATCoin ・ スクラップブッキング ・ 手帳 ・ シール ・ マスキングテープ ほか
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テレビ＆書籍効果でブーム再来！
いま再び高い注目を集めている 「消しゴムはんこ」 を柱に
「カービング系ホビー」 と 「スタンプ系ホビー」 で相乗効果を狙います
有名人が才能を競うバラエティ番組で定期的に 「消しゴムはんこ」 が取り上げられていることにより
いま再び注目度が高まっている 「消しゴムはんこ」 。 テレビ効果でカルチャーセンターの講座開講依頼
なども増え、 近年は再び消しゴムはんこの関連書籍が多く発売されるなど、 いま高い注目を集めていま
す。 また、 イベント内で同時開催されるコンテスト「国際イレイサースタンプ品評会」も消しゴムはんこ
界で毎回話題を集めています。
「東京アートクラフトフェスタ」 は多くの集客が見込める 「浅草橋けしごむはんこヴィレッジ」 エリア
を柱に、 制作作業工程や道具などの関連が深い 「カービングフェスタ」 エリア、 「スタンプフォレスト」
エリアをバランスよく配置して相互送客による相乗効果を狙います。

メディア関係者、出版関係者、

イベントが紹介された主な媒体 *

および首都圏の主要文具店、

・ 日本テレビ系 「ヒルナンデス」

雑貨店のバイヤーに招待券配布

・ MBS/TBS 系 「プレバト」

首都圏の文具店、雑貨店、

・ 朝日新聞夕刊

ギャラリーにフライヤー設置

・ 週刊東京ウォーカープラス
・ リビング新聞 （首都圏版）
・ WalkerTouch （KADOKAWA）
ほか Web 媒体にも多数掲載

Twitter

＊浅草橋けしごむはんこヴィレッジおよび
国際イレイサースタンプ品評会の実績も含む

東京
アートクラフト
フェスタ

専門サイト

Instagram

LINE
Facebook

メール
マガジン

出展企業の製品やサービス、出展クリエイターの
出展内容は SNS 等で細やかに情報発信！
「東京アートクラフトフェスタ」では、Instagram ・ Facebook ・ Twitter ・ LINE の４大 SNS をはじめ、
スマートフォン対応の公式サイト、 メールマガジン等でイベントに出展する企業の製品やサービス、 出
展クリエイターの出展内容などを細やかに情報発信しています。 イベントに直接来場できない全国の
アートクラフトファンにも存在をアピールできます。
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カービング系、消しゴムはんこ系、スタンプ系の愛好家は
このような 「コト」 と 「モノ」 に高い関心を持っています
「東京アートクラフトフェスタ」を運営する日本アートクラフト連盟では、これまでのイベント実績や会
員からのアンケートで、ハンドメイドホビーや愛好家のコミュニティでのトレンド動向などを調査研究し
ております。
ハンドメイド愛好家は「文具」「画材」「手帳」「手紙」「紙」などに高い関心を持ち、「カラーマーカー」
「スタンプインク」「マスキングテープ」「シール」「ラバースタンプ」「クラフトパンチ」をコレクションして
いる傾向があります。
また「消しゴムはんこ」を趣味にしている人は「ソープカービング」や「フルーツカービング」などカービ
ング系ホビー、そして「絵手紙」「遊び字」「コロリアージュ」「パステルアート」などのアート系にも興味を
持つ傾向があります。そして「スタンプアート」を趣味にしている人は「グリーティングカード」や「スクラ
ップブッキング」「アルバム制作」に関心を持つ傾向があります。
近年は、消しゴムはんこ愛好家のコミュニティでは「手づくりのフレークシール交換」、スタンプアート
愛好家のコミュニティーでは「ATC（アーティストトレーディングカード）やATCoins（アーティストトレー
ディングコイン）の交換」が流行しております。

試験的なプロモーションや顧客とのコミュニケーションにも最適
出展スペースを活かしてプロモーション活用
「東京アートクラフトフェスタ」 協賛企業ブースのエリアは、 イベント会場の中央部分に位置し、 多
くのお客様が立ち寄りやすい配置となっております。 「新商品のプロモーション」 「製品のデモンストレー
ション」「新規顧客開拓のための体験ワークショップ」「顧客からアンケートを取るためのサンプル配布」
「在庫一掃のアウトレットセール」 「トークショー」 など…ブース内では商品やサービスの様々な PR に
ご活用いただけます。 またご要望がございましたら、 イベント運営事務局が企画やアイデアのご提案
もいたします。 ぜひご相談ください。

InstagramやTwitterなどSNS時代に影響力を持つ
愛好家コミュニティ内でのインフルエンサーも来場
「東京アートクラフトフェスタ」はそれぞれのジャンルの愛好家のコミュニティの中で高い情報発信
力を持つインフルエンサーと呼ばれる人たちも多く来場します。インフルエンサーとは「情報発信力が
高く多くの人に影響を与える存在」のことで、ハンドメイド界においてはInstragramやTwitterなどのフ
ォロワー数が多いクリエイターやマニア、教室やハンドメイドサークルなどで講師活動を行っているイ
ンストラクターなどです。インフルエンサーのみなさんは、イベントへ来場を通じて「面白い」「新しい」
「欲しい」「買ってよかった」という情報を積極的に発信し、直接イベントに来ていない人へも情報を波及
させてくれます。
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12月開催は「クリスマス」に関するアイテムが売れ筋に！
季節感を取り入れたブースづくりで売り上げを伸ばしましょう！
「東京アートクラフトフェスタvol.2」は「クリスマス商戦」真っ只中の１２月の第二日曜日（８日）に開催
いたします。12月に入ると「クリスマスシーズン」に向けてプレゼント用の雑貨や、飾り付けの雑貨、ラッ
ピングなどのアイテムに注目が高まります。季節感を取り入れたブース、商品ラインナップで売り上げ
を伸ばしましょう。
●クリスマス関連キーワード： クリスマスツリー、オーナメント、サンタクロース、トナカイ、ブーツ、くつし
た、プレゼント、星、雪、雪の結晶、キャンドル、ベル、天使、赤色、緑色、金色、銀色
●クリスマス関連アイテム： インテリア雑貨、クリスマスカード（カードづくりの材料・スタンプ）、ギフト用
雑貨、プレゼント用タグ、パーティグッズ、クリスマスオーナメント

根強い人気の「年末年始」アイテム。
「年賀状」「干支」「ぽち袋」「手帳」がキーワード！
関連イベントでの過去の実績から、12月に開催されるアートクラフト系イベントでは「年末年始」に関
連するアイテムを多く取りそろえるブースに人が集まる傾向があります。中でも「年賀状」に使えるスタ
ンプ、消しゴムはんこ、シール等は売れ筋アイテムです。 また縁起のよい「干支」（2020年は子年・ねず
みどし）をモチーフにした雑貨やアクセサリーなどは注目を集めそうです。お年玉に使いたくなる「ぽち
袋」や、新年に向けた買い替えの「手帳」に関するアイテムなどにも注目が集まります。
●年賀状関連キーワード： 賀詞（謹賀新年・賀正・初春・寿）、干支、金色、銀色、朱色
●年末年始関連アイテム： 干支雑貨、鏡餅、おもてなし雑貨（箸・ランチョンマット・器）

【お知らせ】 早めの出展申し込みでうれしい特典！

早期申込でフライヤーに出展名を掲載
７月１６日までにvol.2への出展申込完了の方は
vol.2のフライヤー（チラシ）に出展名が掲載されます！
※協賛企業ブースにつきましては
２０１９年７月１６日（月）午後３時までに出展申込をされた場合が対象となります
※名称はお申込みいただいた出展名でスペースサイズ/５０音順での掲載となります
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協賛企業ブースタイプについて
（法人 ・ ショップ ・ 協会 ・ 団体 向け）

開催主旨に賛同しご出展いただける企業様を募集しております
彫る・切る・削る・描く・捺すに関連するアートとクラフトの普及と発展を目的に開催する 「東
京アートクラフトフェスタ」 の主旨にご賛同いただき、 ブースを出展していただける企業様を
募集しております。 協賛企業ブースでは製品の展示販売やサービスの PR などを実施できます。
出展料にはテーブル ・ イスの貸出および協賛費が含まれております。

展示規模に合わせたブースタイプを２種類ご用意しております
「東京アートクラフトフェスタ」 協賛企業ブースは展示目的や展示点数に合わせたブースタ
イプを２種類ご用意しております。 いずれもイベント会場の中央に位置し、 多くのお客様にお
立ち寄りいただける配置となっております。

協賛企業ブース （シングル） ： 出展料 税込 27,900 円
展示可能スペース ： 250cm✖250cm
協賛企業ブース （ダブル） ： 出展料 税込 55,800 円
展示可能スペース ： 500cm✖250cm
● 「一般出展ブース」 でも自社製品や仕入商品などを展示販売していただくことが可能です。
小規模な展示や、 商品の種類を絞って PR などをご希望の場合は、 出展料がリーズナブルな
「一般出展ブース」もご検討ください。
● 協賛企業ブースとしてご出展の場合、イベントの公式サイトおよび開催直前に制作される広
告物において 「協賛」 として出展名を記載させていただきます。尚、 掲載の順番につきましては
下記の通りとなりますので、早期のお申し込みをご検討いただけますと幸いです。
・ ダブルサイズ（申込順） →シングルサイズ（申込順）
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協賛企業ブース（シングル）
（法人向け/出展スタッフ1～４人程度）

出展料 ： 税込 27,900 円
スペース ： 250cm✖250cm

誰もが立ち寄る会場中央エリアにブースを配置！ 什器の持ち込みも可能です
商品やサービスのPRや展示販売にご利用いただける「協賛企業ブース」（シングル）は、多く
のお客様にお立ち寄りいただけるようイベント会場の中心エリアに位置し、スペース内は自由
にレイアウトしていただけます。また180cm✖60cmのテーブルを３本まで、イスを６脚まで、追
加料金なしで貸し出しが可能です。また、電源も使用できますのでタブレット端末やモニター等
でのPRも可能です。 ※ブース配置の関係で壁や柱へのポスター等の掲示ができません。ご了承ください。
テーブル配置例 ( 物販＋ワークショップ )

隣接ブース

隣接ブース

隣接ブース

隣接ブース

隣接ブース

テーブル配置例 ( 物販＋デモンストレーション )

隣接ブース

隣接ブース

隣接ブース

隣接ブース

隣接ブース

出展料に含まれるもの：テーブル貸出（３本まで）・イス貸出（６脚まで）・出展者パス４枚・協賛費
●上記はブースのレイアウト参考例： ※通路の向きはブース配置により異なります
●ブースは床がテープマークで仕切られているのみで、壁面はついておりません。
●近隣のブースに迷惑がかからない程度であれば、のぼりや看板、什器を設置することができます。
※テーブルとイスはご希望の数をご用意いたします。什器等の持ち込み等でテーブル等が不要な場合もお申し付けください。
※二面通路側ブースはお申込み先着順とさせていただきます。ご了承ください。
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協賛企業ブース（ダブル）
（法人向け/出展スタッフ1～６人程度）

出展料 ： 税込 55,800 円
スペース ： 500cm✖250cm

体験コーナーも実施できるゆったりスペース！ 什器の持ち込みも可能です
商品やサービスのPRや展示販売にご利用いただける「協賛企業ブース」（ダブル）は、多くの
お客様にお立ち寄りいただけるようイベント会場の中心エリアに位置し、スペース内は自由に
レイアウトしていただけます。また180cm✖60cmのテーブルを６本まで、イスを12脚まで、追加
料金なしで貸し出しが可能です。また、電源も使用できますのでタブレット端末やモニター等で
のPRも可能です。 ※ブース配置の関係で壁や柱へのポスター等の掲示ができません。ご了承ください。
テーブル配置例 ( 物販＋ワークショップ )

隣接ブース

隣接ブース

隣接ブース

隣接ブース

テーブル配置例 ( 物販＋デモンストレーション )

隣接ブース

隣接ブース

隣接ブース

隣接ブース

出展料に含まれるもの：テーブル貸出（6本まで）・イス貸出（12脚まで）・出展者パス8枚・協賛費
●上記はブースのレイアウト参考例： ※通路の向きはブース配置により異なります
●ブースは床がテープマークで仕切られているのみで、壁面はついておりません。
●近隣のブースに迷惑がかからない程度であれば、のぼりや看板、什器を設置することができます。
※テーブルとイスはご希望の数をご用意いたします。什器等の持ち込み等でテーブル等が不要な場合もお申し付けください。
※ダブルサイズは必ず二面が通路に面します。
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出展までの流れ

（出展申込～出展準備～開催当日）

出展申込
①ブースタイプを選ぶ

展示の規模や目的に合わせてブースタイプ（シングルまたはダブル）を
お選びください。ブースには限りがございますのでお早めにお申し込みください。
※小規模の展示販売にはリーズナブルな「一般出展ブース」のタイプもございます。一般出展向け資料をご覧ください

②出展の申し込み（先着受付）

イベント公式サイト「出展申込フォーム」よりお申し込みください。
最終受付：2019年11月8日（金） ※ブース完売の場合は早期に締め切ることがあります
●「東京アートクラフトフェスタ」への出展は「申込先着順」となっております。
出展をご希望の方はイベント公式サイト「出展申込フォーム」よりお申し込みください。
●お申し込みの際には「出展規約・注意事項・禁止事項」を必ずご確認ください。
お申し込みはすべての規約・事項に同意したものとします。
●「出展申込フォーム」より情報を送信後、約10分以内にご登録いただきましたメールアドレスに
事務局より「アースタ★出展申込を承りました」のタイトルで確認のメールが送られます。
確認のメールが届かない場合は迷惑メールフォルダに振り分けられていることがございます。
正常にメールが受信できない場合、お申し込みは無効となりますのでご注意ください。
3営業日以内に事務局より、ご担当者様に確認のメールを送らせていただきます。

③出展料のお支払い（銀行振込）

事務局より出展料の「ご請求書」を郵送させていただきますので、
お支払いの期日までに銀行振込にて出展料をお支払いください。
●お支払いの有効期間はお申し込み日から約1ヵ月となっております。
期間を過ぎますと自動的にキャンセル扱いとなり、お申し込みが無効となりますので、
必ず有効期間内にお支払いください。

④出展申込の完了（出展の確定）

出展料のお支払い（銀行振込）から1週間以内に、イベント事務局より
「出展申込完了通知メール」をお届けしますので内容をご確認ください。

↓出展準備に進む↓
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出展までの流れ
（出展申込～出展準備～開催当日）

出展準備
①出展者パスが届く（郵送）

出展の確定後、開催の15日前までに出展者パス等の資料を郵送します。
開催15日前までに届かない場合は事務局までご連絡ください。

②公式サイト掲載用の見本画像とコメントを用意
イベント公式サイトおよび各SNSにて情報を掲載させていただきますので
締切日までに作品見本画像とコメントを事務局まで送信してください。
●情報掲載の締切日は開催日よりおよそ一カ月前となっております。

③展示物の準備をする

ブースに展示する作品や販売物、POP等の準備をしてください
出展者専用サイトには出展マニュアルもご用意しております。
●「東京アートクラフトフェスタ」への見本画像やコメントの送付に関する情報、
出展マニュアルなどは「出展申込完了通知メール」に記載しておりますのでご確認ください。

④ブースナンバーの発表

イベント開催日の15日前までにイベント公式サイトにて会場のブース配置図と
ブースナンバーを発表いたしますのでご確認ください。（個別のご連絡はございません）

⑤イベント出展の告知活動

ブログや各SNSアカウントをお持ちの方はイベント出展についての告知や
展示作品の投稿を積極的に行っていただきますようご協力をお願いいたします。

⑥展示物の発送（希望の場合のみ）

イベントの展示物をダンボールやスーツケース等でイベント会場に送る場合は
出展者専用サイトをよく読み、日数に余裕を持って発送してください。
●イベント終了後に会場から展示物を発送する場合は「ゆうパック着払い」で発送が可能です。
事務局への事前のご予約が必要です。郵送する出展資料にてご確認ください。
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出展までの流れ
（出展申込～出展準備～開催当日）

開催当日
①出展者チェックイン（9:30～10:30）

郵送にてお届けした「出展者パス」を会場受付にてご提示ください。
追加で出展者パスが必要な場合は1人1枚500円でご購入ください。

②出展ブース設営（9:30～11:00）

イベントの一般開場時間である午前11時までに出展ブースの展示および装飾を
お済ませください。食事は設営時間内にブース内でお済ませください。
●搬入および装飾など設営作業はイベント当日の一般開場前までの時間となります。
前日の搬入および設営作業は出来ませんのでご了承ください。
●開催日前日の午前中配達指定で、展示物や販売物を宅配便等で送付することができます。
●お車でお越しの際には搬入が終わり次第、
お近くの駐車場へのお車の移動をお願いいたします。
※会場地下には有料駐車場がございますが、数が限られるため満車の場合がございます。
会場近隣にもコインパーキングが多数ございます。
※駐車料金はご出展者様の負担となりますのでご了承ください。

③イベント 一般開場（11:00～）

イベントの開催時間は午前11時から午後4時30分までです。
※一般開場中はブース内での食事はご遠慮ください

④イベント 一般閉場（～16:30）

イベントの開催時間は午前11時から午後4時30分までです。
一般のお客様の最終入場受付は16:15までとなっております。

⑤出展ブース撤収（16:30～18:00）

イベントの撤収作業時間は一般閉場の午後4時30分から午後6時までです。
必ず時間内に撤収作業をお済ませください。 ※ごみは必ずお持ち帰りください
●イベント終了後、会場からの展示物・販売物の搬出について、
日本郵便「ゆうパック」送料着払いの指定で発送することができます。
※事前のお申込みが必要です（伝票は当日、搬入時にお渡しいたします）
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タイムスケジュール

2019 年

出展申込締切
2019 年

11 月 8 日 （金）
公式サイト
出展申込フォームから
お申込みください

12 月 8 日 （日）
イベント当日

09:30

搬入 ・ 装飾

11:00

一般開場

16:30

一般閉場

18:00

完全撤収

●ブースには限りがございますのでお早めにお申込みください。
ブースタイプによっては出展申込締切前に締め切ることがございます。 ご了承ください。
●搬入および装飾など設営作業はイベント当日の一般開場前までの時間となります。
前日の搬入および設営作業は出来ませんのでご了承ください。
●開催日 「前日の午前中」 配達指定で、 展示物や販売物を宅配便等で送付することができます。
●イベント終了後、 会場からの展示物 ・ 販売物の搬出については
日本郵便 「ゆうパック」 送料着払いの指定で発送することができます。
詳細は出展申込後にご利用いただける 「出展者専用サイト」 にてご案内しております。
※事前のお申込みが必要です （伝票は当日、 搬入時にお渡しいたします）
●お車でお越しの際には搬入が終わり次第、 お近くの駐車場へのお車の移動をお願いいたします。
※会場周辺は駐車禁止となっております。
※会場地下には有料駐車場がございますが、 数が限られるため満車の場合がございます。
会場近隣にもコインパーキングが多数ございます。
※駐車料金はご出展者様の負担となりますのでご了承ください。
●一般開場は午前 11 時、 閉場は午後 4 時 30 分となっております。
ご来場のお客様のためにも午後 4 時 30 分前の撤収作業はお控えください。
●閉場時間の午後 4 時 30 分から午後 6 時までが撤収時間となっております。
スムーズな撤収作業にご協力をお願いいたします。
尚、 ゴミは必ずお持ち帰りいただきますようお願い申し上げます。
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会場までのアクセス

➡

江戸通り

N

東商センター
３階 展示場

■ 佐川急便

柳橋大川端通り

都営浅草線

浅草方面・日本橋方面 ➡

■ セブンイレブン

■ 山野楽器

柳橋中央通り
■ 三菱東京 UFJ 銀行

■ NAKAGAWA

みずほ銀行 ■
■ フレッシュネスバーガー

■ すき家
■ カフェベローチェ
■ 人形の久月
■ コメダ珈琲店

JR

JR 浅草橋駅 東口 ●
地下鉄 A-3 出口

方面

➡

橋駅

方面

線 葉
総武 国・千

宿
・新

➡

墨田川

シモジマ
浅草橋駅前店 ■

浅草橋駅

サンマルクカフェ ■
バーガーキング ■

( 都営浅草線 )

シモジマ浅草橋本店 ■

/両

原

秋葉

浅草総武線）
R

（J

浅草ではなく「浅草橋」です
お間違えのないようご来場ください

●会場 ： 東商センター
●住所 ： 東京都台東区柳橋 2-1-9 東商センタービル 3F
●電車および地下鉄をご利用の場合
・ JR 総武線 「浅草橋駅」 東口より 徒歩 5 分
・ 都営浅草線 「浅草橋駅」 A-3 出口より 徒歩 5 分
●お車をご利用の場合
・ 出展申込後にご利用いただける
出展者専用サイトにて詳細をご案内しております

イベント公式キャラクター
「ホッチャマン」
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お車での搬入 ・ 搬出について

●お車をご利用の場合

●搬入および搬出について

＜九段 ・ 新宿方面より＞

※お車でお越しの際は、 搬入後すみやかに

※浅草橋交差点もしくは両国橋西を左折
＜京葉道路方面より＞
※両国橋を渡ると当面右折が不可能です
蔵前橋通りよりお越しください
＜日本橋方面より＞

駐車場までお車の移動をお願いいたします。
※会場地下には有料駐車場がございますが、
数が限られるため満車の場合がございます。
※会場近隣にもコインパーキングが多数ございます。
※駐車料金はご出展者様の負担となります。

※JR 総武線ガード下もしくは
三菱東京 UFJ 銀行前交差点を右折

●お車での搬入および搬出の時間について

＜松戸 ・ 柏方面より＞

・ 搬入時間 ： 09:30 ～ 10:30

※三菱東京 UFJ 銀行前交差点を左折

・ 搬出時間 ： 16:30 ～ 18:00

16

出展規約

（協賛企業出展ブース向け）

「東京アートクラフトフェスタ」 には、 出展に際しての出展規約および注意事項 ・ 禁止事項
がございます。 ご確認の上、 必ずお守りいただきますようご協力お願いいたします。 尚、 出展
申込には主催者および運営事務局が掲示するすべての出展規約 ・ 注意事項 ・ 禁止事項に同
意したものとします。
●出展に関して
「東京アートクラフトフェスタ」 内での盗難、 万引き、 物品売買、 事故、 紛失、 破損、 けが、 他の出展者および来場者と
のトラブル、 商品売買トラブル等については、 主催者および運営事務局では一切責任を負いかねます。 尚、 「東京アート
クラフトフェスタ」 に展示された商品並びにサービスに関連する法律上の責任も負いかねます。 また、 近隣出展者および
来場者の迷惑になる行為、 展示はおやめください。

●不可抗力によるイベントの中止の場合について
主催者都合によるイベントの開催を中止する場合を除き、 不可抗力により 「東京アートクラフトフェスタ」 の開催が不可
能になった場合 （地震 ・ 台風 ・ 豪雨 ・ 竜巻 ・ 雪害などの自然災害、 火災、 交通機関のマヒ、 テロ ・ 戦争等により開催
が困難になった場合） は、 出展料をお返し出来ませんのであらかじめご了承の上、 お申込みください。

●出展のキャンセルについて
出展料のお支払い後にキャンセルをご希望の場合、 一度支払われた出展料は、 ご返金出来ません。 主催者都合による
イベントの中止を除き、 不可抗力により 「東京アートクラフトフェスタ」 の開催が不可能になった場合 （地震・台風・豪雨 ・
竜巻 ・ 雪害などの自然災害、 火災、 交通機関のマヒ、 テロ ・ 戦争等により開催が困難になった場合） も出展料はお返し
出来ませんのであらかじめご了承の上、 お申込みください。

●展示方法に関する注意事項および禁止事項
展示物や展示方法など、 消防上の規定や、 法律、 会場の使用規定および安全上の理由から、 禁止事項などがございます。
ご協力をお願いいたします。
＊展示物および什器はテーブル上より高さ 1m 以内 （床から約 180cm 以下） とし、 倒れないよう工夫をしてください。
規定の高さを超える展示がある場合、 撤去していただくことがあります。
＊展示に使用する板、 布材などの備品は、 消防法に基づき防炎製品をご使用ください。 防炎製品以外のものは、 当日消
防署の査察が行われた場合、 撤去していただくことがあります。
＊電源設備は「ワークショップブース」および「協賛企業ブース」でお申込みの場合のみご利用いただけます。 イベント当日、
スタッフから指定のコンセントをご案内いたします。 3m ～ 5m 程度の延長コードをご持参ください。 電源の使用上限は
600W まで （エンボスヒーター 2 機程度） です。
＊ヘリウムガス入りの風船は安全のため展示の装飾として使用できません。
＊荷物専用の保管場所はありません。 ブース内 （テーブルやイスの下など） での保管をお願いいたします。
＊売上金 ・ 釣銭 ・ 貴重品 ・ 展示物 ・ 販売物等の管理には十分ご注意ください。 主催者および運営事務局では盗難 ・ 紛失 ・
破損等についての一切の責任は負いかねます。
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●展示販売物ができるもの
「東京アートクラフトフェスタ」 はアート、 クラフトホビーに関する展示物を展示、 販売いただくことができます。 イベントの
趣旨に反するもの、 関係がないものは展示できませんのであらかじめご確認ください。 また、 イベントの趣旨に関連する
ものであっても 「中古品」 を販売することはできません。
＜可能な展示物＞
・ アートクラフトに関係する商品
・ ハンドメイド作品

※自社製品 ・ 仕入れ商品 ・ 輸入商品を問わず （画材 ・ 道具 ・ 材料 ・ 素材等）

※オリジナル作品に限る （知的財産権を侵害するものは展示できません

※展示可能かどうかご不明な場合はイベント運営事務局までお気軽にお問合わせ下さい

●展示販売物に関する注意事項および禁止事項
以下に該当するものは展示 ・ 販売および会場内での使用を禁止とさせていただきます。 ご不明な場合は運営事務局まで
お問合せください。
＜禁止の展示物 ・ 禁止の出展内容＞
・ 中古品
・ アートクラフト専門イベントの趣旨にまったく関係のないもの
・ 知的財産権を侵害しているもの （著作権 ・ 商標権 ・ パブリシティ権 ・ 意匠権等）
・ 許諾が得られていない有名人の似顔絵および似顔絵はんこ
・ 公序良俗に反するもの、 18 歳未満が接するに相応しくない不健全な内容を含むもの *1
・ 強い匂いを発するもの
・ 大きな音の出るもの、 強い光を発するもの *2
・ 火を使用したもの、 熱を発するもの *3
・ 発火や引火の危険性が高いもの （ヘリウムガス使用の風船、 スプレー等）
・ 換気を必要とするもの
・ 食品、 飲料、 占い、 健康グッズ
・ 霊感商法を疑われる商品や根拠のない効能を謳ったスピリチュアル的な商品
・ 主催者および運営事務局がイベントの趣旨にふさわしくないと判断したもの
*1 ： 公序良俗を著しく乱す行為や、 不快感を与える展示物など、 イベントの趣旨に沿わないと事務局が判断した場合、 当日出展者の
同意に関わらず撤去させていただくことがあります。 それらの場合、 出展料金はお返し出来ません。
*2：モニターやタブレット端末などでプロモーション映像などを流す場合は、 近隣のブースに迷惑のかからない音量で展示してください。
*3 ： エンボスヒーターやホットプレートなどの使用は、 電源の使用が可能な 「協賛企業ブース」 および 「ワークショップブース」 のみ
とさせていただきます。 キャンドルの展示や販売は可能ですが、 火を灯さない状態での展示 ・ 販売に限ります。
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●禁止行為について
消防上の規定や、 法律、 会場の使用規定および安全上の理由から、 以下に該当する行為を禁止とさせていただきます。
必ずお守りいただきますよう、 ご協力をお願いいたします。 ご不明な場合は事務局までお問合わせください。
＜禁止行為について＞
・ 他の出展者や来場者への迷惑行為。
・ 大声を出したり、 大音量で音声を流すこと。
・ 特定の国 ・ 政治団体 ・ 宗教団体 ・ 思想団体の宣伝、 勧誘活動、 演説および批判活動。
・ 強引な勧誘、 客引き。
・ 会場の壁や柱、 パーテーションへの掲示。 （協賛企業ブースを除く）
・ イス ・ テーブルの上にのぼること。
・ 指定箇所以外の会場内のコンセント （電力） を使用すること。
・ ヘリウムガス入りの風船を使用すること。
・ 主催者および運営事務局がイベントの趣旨にふさわしくないと判断した行為。

●出展料のお支払い （銀行振込） に関して
出展申込フォームから申込情報を送信後、3 営業日以内に事務局から確認のメールを差し上げた後、出展料の「ご請求書」
を郵送いたします。 お申込みの有効期間（約 1 カ月）内にお支払いください。 尚、お支払いは「銀行振込」のみの対応となっ
ております。 また、 振込手数料はご負担ください。

●振込口座

楽天銀行

第一営業支店 （251）

普通預金

7605835

一般社団法人日本アートクラフト連盟
●出展料の領収書について
銀行振込時の控えが公的な領収書となります。 出展申込時の振込名義には領収書として必要な名義 （個人名・事業者名 ・
法人名等） をご記入ください。 尚、 請求書および領収書が必要な場合はお申し付けください。 但し、 PDF ファイルにてメー
ルに添付して送信する形での発行となります。 予めご了承ください。
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お申込み ・ お問い合わせ
（一般出展ブース向け）

●出展のお申込み
「東京アートクラフトフェスタ」 へのご出展は、
イベント公式サイト 「出展申込フォーム」 にてお申込みください。
出展申込フォーム （インターネット）

※出展受付中のみフォームへのリンクが掲載されます

https://www.artcraftfesta.com/entry/
出展申込締切 ： 2019 年 11 月 8 日 （金）
※ブース完売により早期にお申込みを締め切ることがございます。 お早めにお申し込みください。
※前回の受付では開催日の 90 日以上前に協賛企業ブースが完売しております。

●イベントやご出展に関するお問い合わせはこちらまでお気軽にどうぞ

一般社団法人日本アートクラフト連盟
担当： 中鉢（ちゅうばち）までお気軽にお問合せください
電話： 090-9434-8461（日本アートクラフト連盟 代表理事： 中鉢久夫）
FAX： 0155-27-1235（事務局窓口）
E-MAIL： tokyo@artcraftfesta.com
E-MAIL： support@jac-alliance.net
●運営団体について
「東京アートクラフトフェスタ」 は一般社団法人日本アートクラフト連盟が主催しております。 当連盟は日本およびアジア
で活動するイレイサースタンプ （消しゴムはんこ ・ 消しゴム版画等） 作家 ・ 講師 ・ インストラクター 1,000 名以上が加盟
するイレイサースタンプの分野で世界最大の協会 「JESCA 日本イレイサースタンプ協会」 をはじめ、 カービング系クラフ
トの普及と発展を目指す「日本カービングクラフト協会」をはじめとするアートクラフト系ホビーの協会が加盟する団体です。
●本部所在地 ： 北海道帯広市西 6 条北 2 丁目 15-7
●ホームページ ： https://www.jac-alliance.net

