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新型コロナウィルス感染症対策について

１．開催に際し、以下の対策を⾏います。

① 国・東京都のイベント開催基準に則って会場の入場者数を制限します。そのため、入場チケット販

売について下記のような対策をいたします。

② 会場内にアルコール消毒液を設置します。

③ 出展者、スタッフは手洗い、うがい、アルコール消毒を徹底し、スタッフはマスクを着用します。

④ 出展者、来場者、スタッフに気分の悪くなった場合の申し出を呼びかけます。

⑤ 共用部の消毒を強化します。

⑥ 以上の内容をアナウンスします。

イベント開催につきましては、厚⽣労働省等から最新の情報を収集し、今後の情勢によって判断し、

ご来場予定のお客様、出展者および関係者へ公開・連絡いたします。

２．出展の皆様へのお願い

① マスク（フェイスシールド）着用をお願いします。

② 適時アルコール消毒（特にワークショップ実施の場合、使用テーブル、使用用具等の消毒をお願い

します。）

③ 連絡先の管理…お手伝いのスタッフ、ワークショップ参加者の連絡先の記録をお願いします。

マイページより管理台帳をダウンロードできるようにいたします。 (お名前、メールアドレス、電話

番号）事務局への提出は不要ですが、万が一コロナ感染の濃厚接触者確認が必要になった場合、活用

させていただきます。

① 新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA)を事前にインストールし、使用できるようにしてく

ださい。

３．入場券について

本イベントは、入場時の密を避けるため、入場券の種類によって入場受付を開始する時間が異な

ります。また、一般入場券（招待券)を出展の皆様に3枚配布しますが、新型コロナウイルス対策

のため、一般入場券にて来場の場合は、ウェブサイトからの事前の登録をお願いします。

入場開始時刻 券種名 発売数

9:45 VIPチケット 800/1日

10:00 プレミアムチケット 1,450/1日

11:00 スタンダードチケット 1,450/1日

12:00 一般入場券（招待券）
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はじめに

このたびは、Handmade MAKERS’2022 with minne byGMOペパボにご出展いた

だき、誠にありがとうございます。

本企画開始時点では、日本ホビー協会単独でのHandmade MAKERS’でしたが、と

もに優れたクリエイターの活動の場をつくり、盛り上げようということから、 GMO

ペパボ様が運営するminneの皆様とご一緒に推進することになりました。

さて、この出展マニュアルは、当イベントを円滑に運営するため、また来場者にイ

ベントを楽しんでいただくため、出展者の皆様に守っていただかなくてはならない

諸規則を記載してあります。本マニュアルをご熟読の上、ご出展の諸準備を進めて

ください。

イベント当日、皆様とお会いできることを楽しみにしております。

Handmade MAKERS’ 2022実⾏委員会

運営事務局（日本ホビー協会・足立、川又）

【運営時間︓10:00〜12:00／13:00〜18:00】

TEL:03-3851-6628／E-mail︓info@hobby.or.jp

※ 土・日・祝はお休みとさせていただきます。（開催日電話︓03-5206-5499）
※4/27〜4/29ホール内の運営事務局は、東5ホール入口付近です。

【施工日および会期中の運営事務局の場所】

ガレリア 1F

運営事務局
（主催者事務室）

東4ホール 東5ホール 東6ホール
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開催概要1
名 称 Handmade MAKERS’2022 with minne byGMOペパボ

ハンドメイド・メイカーズ 2022ウィズミンネ バイGMOペパボ

開催日時

開催時間

2022年4月27日（水）・28日（木）・29日（金・祝）

10︓00~17︓00 （VIPチケットは9︓45入場開始）

会 場 東京国際展示場（東京ビッグサイト）東展示棟東6ホール

〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1

Tel︓03-5530-1111（代）Fax︓03-5530-1222

交通 ◇ ゆりかもめ

新橋駅←22分→東京ビッグサイト駅下⾞ 徒歩約3分

豊洲駅←8分→東京ビッグサイト駅下⾞ 徒歩約3分

◇ りんかい線

新木場駅←5分→国際展示場駅下⾞ 徒歩約7分

大崎駅←14分→国際展示場駅下⾞ 徒歩約7分

◇ 水上バス

日の出桟橋←約30分→有明旅客ターミナル

(東京ビッグサイト) 下船 徒歩約2分

◇ 路線バス

東京駅八重洲口←約40分→東京ビッグサイト

浜松町駅←約40分→東京ビッグサイト駅

東⻄線門前仲町駅←約35分→東京ビッグサイト

有楽町線豊洲駅←約15分→東京ビッグサイト

横浜駅東口←約50分→東京ビッグサイト

同時開催 ■第46回 2022日本ホビーショー

■第15回ホビークッキングフェア2022

主催 【主催】

一般社団法人 日本ホビー協会

MAKERS’とは
手づくりに携わるすべての人やグループ、企業が区別されることなく同じステージ上で繋がり 発信する場所・集団・
ムーブメント、それがMAKERS’（メイカーズ）です。

これまでメーカーとは主に企業を指していましたが、私たちは企業だけでなく、手づくりをする人たちも含めて 新た
にMAKERS’（メイカーズ）とし、その支援と協業を目的に活動します。

イベントの目的
ハンドメイドの楽しさを伝えてきた『日本ホビーショー』。1977年から始まり、43回開催しました。日本ホビー
ショーは、一般社団法人 日本ホビー協会が主催し、3日間で13万人を集める日本最大のハンドメイドイベントです。
その日本ホビー協会が2016年、新たに立ち上げたのが、Handmade MAKERS’です。

手づくりをビジネスに繋げるイベントとして、クリエイターと企業とハンドメイドファンを繋げるイベントとして、誕
⽣しました。

⻑年、ハンドメイドイベントを牽引してきた私たちだから伝えられることがあります。

ハンドメイドの様々な「楽しさ」です。 作る楽しさ、習う楽しさ、⾒つける楽しさ 使う楽しさ。

そして、ハンドメイドには、こんな喜びもあるのです。

「⾒せる喜び」「 使ってもらう喜び」「 スキになってもらう喜び」

ハンドメイドを通して、たくさんの笑顔が⽣まれます。

このHandmade MAKERS’を通して、私たちと一緒に笑顔を作る人を仲間として、応援したいのです。
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搬入出2
概要／スケジュール

搬入出スケジュールは、出展日により異なります。ご⾃⾝の出展日をご確認下さい。
搬入出日、また会期中は出展者証をご着用下さい。出展者証のない方はホール内へ入場で
きません。

■搬入日時
3日間出展者
2022年4月26日（火）12:00〜18:00、4月27日（水）8:00~9:45
2日間出展者
①出展日︓27・28日｜2022年4月26日（火）12:00〜18:00、4月27日（水）
8:00~9:45
②出展日︓28・29日｜2022年4月28日（木）8:00~9:45 ※当日朝搬入のみ
1日間出展者
①出展日︓27日｜2022年4月26日（火）12:00〜18:00、4月27日（水）8:00~9:45
②出展日︓28日｜2022年4月28日（木）8:00~9:45 ※当日朝搬入のみ
③出展日︓29日｜2022年4月29日（金・祝）8:00~9:45 ※当日朝搬入のみ

■搬出・撤去日時
出展最終日の20:00までに搬出・撤去をして下さい。
①最終日︓27日｜2022年4月27日（水）17:00~20:00
②最終日︓28日｜2022年4月28日（木）17:00~20:00
③最終日︓29日｜2022年4月29日（金・祝）17:00~20:00

【注意】
■会場への⾞両乗り入れはできません。各⾃で台⾞等を用意して下さい。

■ 施工等を委託される出展者は、委託業者へ必ず伝達をお願いいたします。

■ 4月26日の18:00~20:00のみ残業が可能です。事務局への残業届けは不要です。20:00までに必ずご退館下

さい。

4月26日（火） 4月27日（水） 4月28日（木） 4月29日（金・祝）

完全退館 完全退館 完全退館 完全退館

0:00

〜

6:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

0:00〜

主催者

基礎工事

12:00〜18:00

出展者搬入

※館内⾞両進入不可

18:00〜20:00

出展者残業時間

9:45〜17:00

会期

9:45〜17:00

会期

9:45〜17:00

会期

17:00〜20:00

出展者搬出

※館内⾞両進入不可

17:00〜

主催者搬出

8:00〜9:45

出展者搬入

8:00〜9:45

出展者搬入

8:00〜9:45

出展者搬入

17:00〜20:00 17:00〜20:00

出展者搬出 出展者搬出

※館内⾞両進入不可※館内⾞両進入不可
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搬入

【搬入方法】
①宅配による搬入（ヤマト運輸のみ）

②⾞両による搬入

③お持込みによる搬入

※事務局では①宅配による搬入を推奨しております。（ただし貴重品・⾼額品を除く）

①宅配による搬入（ヤマト運輸）

宅配による搬入はヤマト運輸使用のみとなります。

荷物は、出展ブースへのお届けはございません。順次、東6ホールの運営事務局「荷物引き渡
し室」まで引き取りをお願いいたします。

主催者質

「荷物引き渡し室」

送り状の記入例

下記を例として送り状を記入して下さい。

1 3 5 0 0 6 3

受け取る方の電話番号

受け取る方のお名前

出展申込者の住所など

イベント名︓H an d m a d e M A K E R S ’2 0 2 2

出展日︓4月●日（☆日間）

東京都江東区有明3-11-1

東京ビッグサイト東6ホール

Handade MAKERS’

【ブース番号】 【ブース名】

次ページ参照

トータルの物量次第では「荷物引き渡し室」
付近に別途スペースを設けます
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※4月27日（水）が出展初日の方
26日に設営をされる場合、27日に設営をされる場合、どちらの場合でも26日（火）午前中着で発送して
下さい。

荷物仕訳票の利用をお願いします

ヤマト運輸の送り状とは別に、宅配物には本マニュアル最終ページにございます荷物仕分票を
コピーし、荷物一個口ずつ貼り付けて下さい。
お引き取りは、各⾃お間違いのないよう十分にご確認の上、お願いいたします。

荷物が届かない場合
天候状況、道路状況等により、期日通りに発送されたお荷物でも、お届けが遅れることが
あります。 搬出時には「発送時の配送伝票」または「伝票番号を控えたもの」を必ずお持
ち下さい。
なお、事務局からはヤマト運輸への取次は⾏いません。直接お問い合わせ下さい。

お届け希望日について
出展初日によって異なりますのでご注意下さい。
宅配物は東6ホール荷物引き渡し室までお引き取りをお願いします。
※お引き取りの際、お間違いないようご注意ください。

出展初日 4/27（水） 4/28（木） 4/29（金・祝）

お届け希望日 4/26（火） 4/27（水） 4/28（木）

受取時間帯のチェック 午前中 指定なし 指定なし

発送期日 4/21（木） 4/21（木） 4/21（木）
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②⾞両による搬入

東ホールトラックヤードからの搬入出はできません。

⾞両で搬入を⾏う出展者は、東当地下駐⾞場（有料）または近隣の一般駐⾞場より搬入ください。

※東京ビッグサイトの一般駐⾞場の空き状況が予測できないため、確実に駐⾞したい場合、⾞両証をご利用くだ

さい。

（一般駐⾞場 https://www.bigsight.jp/visitor/parking/）

東棟地下駐⾞場⾞両証は、日本ホビーショーオプション備品サイトよりご購入いただけます。

https://hobbyshow-bihin.shop-pro.jp/ にて、

3月1日（火）〜3月22日(火)に60枚限定で販売いたします。

⾞両証種類

①東棟地下駐⾞場（パスカード）＜1枚（1日）あたり￥4,400（税込・送料込み）＞

26日（火）27日（水）28日（木）29日（金・祝）（8:00〜20:00）、東棟地下駐⾞場に留置が可能です。

日ごとのカードとなっており、時間内の出入りが⾃由です。1日1台につき1枚のカードが必要です。

②東棟屋外駐⾞場A＜1枚（1日）あたり￥1,500（税込）＋送料＞
臨時用につき、販売する場合に連絡いたします。

26日（火） 29日（金・祝） （8︓00〜20︓00）

・事前販売のみで、当日購入はできません。

・１日ごとの販売／数に限りがございます。

※会場周辺の道路に駐⾞することは、道路交通法、警察署の指導により禁⽌されています。

南立体駐⾞場

東棟屋外駐車場A
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※臨時販売する場合、利用可。
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③お持込みによる搬入

東京ビッグサイト東ホール正⾯入口より搬入して下さい。

搬入時間

4月26日（火）12:00〜

4月27日（水）28日（木）29日（金・祝）8:00〜

手荷物搬入時のご注意事項

・必ず出展者証を首から下げて下さい。
・エスカレーターをご利用の際は、絶対に歩かないで下さい。

・27日〜29日は来場者の入場待機列ができており、混雑が予想されます。

余裕を持って搬入を⾏って下さい。

・万が一、来場者が多い時間に到着される場合は、キャリーバックなどのお荷物が来場者にぶつからない

よう十分に 周囲に配慮して下さい。

・出展者証がない方は通⾏できません。必ず出展者証を首から下げて下さい。
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搬出
【搬出方法】
①宅配（ヤマト運輸）による搬出
②宅配（近鉄コスモス）による搬出（29日のみ）
③⾞両による搬出

④お持ち出しによる搬出

①宅配（ヤマト運輸）による搬出

27日（水）〜29日（金・祝）の開催時間後にヤマト運輸がカウンターを出します。

梱包して伝票を添付した荷物を「東4ホール入り口付近ヤマト運輸カウンター」までお持ち

下さい。 発送伝票はカウンターにご用意しています。
・ヤマト運輸は規定サイズを超えるものの発送ができません。
（規定サイズを超えるものは「②近鉄コスモスによる宅配」（29日のみ利用可）をご利用下さい。）

・混雑緩和のため、お荷物の発送は着払いとなります。

ご注意事項

・会場からの発送のため、お荷物のお届けまで通常より時間がかかる場合がございます。

・29日（金・祝）は日本ホビーショーの搬出もあるため混雑が予想されます。予めご了承下さい。

・搬出のお荷物につきましては、輸送上問題のないように梱包をお願いいたします。

梱包不備のお荷物につきましては、お断りする場合がございます。破損等がありましても責任は負いかねます

のでご了承下さい。（外装異常のない破損荷物につきましては、補償いたしかねますので厳重な梱包をお願い

いたします。）

ヤマト運輸カウンター

ご利用時間

4月27日(水)28日(木) 17︓00〜19︓00

4月29日(金・祝) 17︓00〜

ご注意ください

・19時を過ぎた場合、運営事務局にご相談下さい。

・必ずヤマト運輸が受け取れる梱包をして下さい。

・事務局スタッフがお荷物をお預かりしますが、梱包不備

と判断した場合はお断りさせていただく場合がございま

す。

・再梱包の指示があった場合、荷物の開封・再梱包をさせ

ていただきますので、別途料金を請求させていただきます。

・また、破損等があった場合、一切責任を負いかねます。

あらかじめご了承下さい。

1F

19時を過ぎて、ヤマト運輸カウンターが閉じて

しまった場合

運営事務局

4月27日(水)28日(木) 19︓00〜20︓00
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近鉄コスモスカウンター

ご利用時間

4月29日(金・祝) 17︓00〜19︓00

②宅配（近鉄コスモス）による搬出

29日（金・祝）のみ近鉄コスモスがカウンターを出します。

ヤマト運輸でお受けできない規定外サイズなどのお荷物の配送も承ります。

梱包して伝票を添付した荷物を「東６ホール入り口付近近鉄コスモスカウンター」までお持

ち下さい。 発送伝票はカウンターにご用意しています。

ご注意事項
・料金はヤマト運輸より⾼くなります。

・お荷物のお届けまで通常より時間がかかります。
・個人、海外出展者は当日現金での発払いのみ、法人の場合は後日請求書支払いができます。

・着払いでの配送はできません。

・29日（金・祝）は日本ホビーショーの搬出もあるため混雑が予想されます。予めご了承下さい。
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※会場周辺の道路に駐⾞することは、道路交通法、警察署の指導により禁⽌されています。

③⾞両による搬出

東ホールトラックヤードからの搬入出はできません。

⾞両で搬出を⾏う出展者は、東当地下駐⾞場（有料）または近隣の一般駐⾞場より搬出ください。

※東京ビッグサイトの一般駐⾞場の空き状況が予測できないため、確実に駐⾞したい場合、⾞両証をご利用く

ださい。（一般駐⾞場 https://www.bigsight.jp/visitor/parking/）

東棟地下駐⾞場⾞両証は、日本ホビーショーオプション備品サイトよりご購入いただけます。

https://hobbyshow-bihin.shop-pro.jp/にて、

3月1日（火）〜3月22日(火)に60枚限定で販売いたします。

⾞両証種類

①東棟地下駐⾞場（パスカード）＜1枚（1日）あたり￥4,400（税込・送料込み）＞

26日（火）27日（水）28日（木）29日（金・祝）（8:00〜20:00）、東棟地下駐⾞場に留置が可能です。

日ごとのカードとなっており、時間内の出入りが⾃由です。1日1台につき1枚のカードが必要です。

②東棟屋外駐⾞場A＜1枚（1日）あたり￥1,500（税込）＋送料＞
臨時用につき、販売する場合に連絡いたします。

26日（火） 29日（金・祝） （8︓00〜20︓00）

・事前販売のみで、当日購入はできません。

・１日ごとの販売／数に限りがございます。

13

東棟屋外駐車場A

東棟地下駐車場

※臨時販売する場合、利用可。
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展示とブースの装飾

ブースの仕様

・ブース内にテーブル、椅子、バックパネル、コンセント、照明、パンチカーペット等の備品

はついておりません。

必要な方は日本ホビーショーオプション備品サイトhttps://hobbyshow-bihin.shop-pro.jp/よりお申し込

み下さい。
・締め切りは3月18日（金）です。

・隣接するブースとの仕切りはありません。床にテープで境界が示されています。

・新型コロナウイルス感染症対策のため、ブース間に間隔（50cm〜90cm)を設けております。

このスペースには、物を置かないよう ご協力ください。

・隣接するブースがパネル等を使用している場合があります。（15ページ説明参照）

ブース名の表示表記について

・ブース名の表示はA４サイズのペーパーです。お好きな位置に各⾃で取付けて下さい。

・3/16（水）時点での「ブース名」にて作成いたします。出展エントリー時と変更がある

場合は 3/16（水）17︓00までに事務局までご連絡をお願いいたします。
・書体は全出展者統一です。ロゴの使用、フォントの指定等はできません。

・文字数の多いブース名については複数段組となる場合があります。

・特殊文字、機種依存文字等は反映されません。

Aタイプ
W(幅)2m × D(奥⾏)2m
⾼さ制限︓2.1m

Bタイプ
W(幅)2m×D(奥⾏)1m
⾼さ制限︓2.1m

3
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約50cm

約90cm
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ご注意事項

・お申込みの際は、サイト内の注意事項をよく読んでお申し込み下さい。

・レンタル備品のお申し込みは、事前申し込みのみとなります。当日申し込みはできません。

・3月18日(金)までにお申し込み下さい。

・レンタル料金のお支払いは、クレジットカード、または、銀⾏振込となります。

・お申し込み後、10日以内に決済、または、ご入金が確認できない場合は、⾃動的にキャンセ

ルとさせていただきます。
・お振込の際は出展者ID・ブース名のご入力を必ずお願いいたします。

・ご入金後のキャンセル・変更はお受けできません。
・開催中の集金はございません。

出展者証の追加購入について

出展者証は1ブースにつき2枚が配布されますが、追加購入をご希望される出展者は

日本ホビーショーオプション備品サイトよりご購入いただけます。

入金確認後、事務局より後日郵送させていただきます。（1枚￥550（税込）＋送料）

・搬入日は運営事務局で販売しています。

・開催日当日は東5ホール運営事務局で販売しています。（8︓00〜9︓30まで）

・搬入日、開催日当日のお支払いは現金のみとなります。

レンタル備品・出展者証の追加購入について
テーブルやイスをはじめとしたレンタル備品のお申込は、日本ホビーショーオプション備品サイト

https://hobbyshow-bihin.shop-pro.jp/よりお申込みいただけます。 電源（コンセント）や照明が必要な場

合も 同サイトよりお申込みいただけます。
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ストックヤードについて

・ブース内にストックヤードはありません。東6ホール主催者事務室（荷物引き渡し室）周りにストックスペースを

ご用意いたします。限られたスペースですので、ご協力してご利用くださいますようお願いいたします。

・手荷物や備品で共有通路を塞がないようお願いします。

出展者A

出展者B

・出展者Aさんは他の出展者側（出展者Bさん側 ） の⾯は使用できません。

・出展者Bさんがこの⾯を使用したい場合は、必ず出展者Aさんにお声がけ下さい。

パネル（⾃立式壁⾯）をブースに設置する場合の他出展者との隣接⾯について

・パネルを使用する場合、他の出展者側のパネル⾯は使用できません。

・ご⾃⾝がパネルを申し込んでいない場合でも、他の出展者のパネル⾯にブースが隣接している場合がございます。

この時、パネルを使用している出展者の許可なくご⾃⾝側のパネル⾯を使用せず、出展者双方合意の上対処して下

さい。

・パネルを使用する出展者は、隣接ブース出展者から申し出があった場合には、できるだけご対応していただ

きますようお願いいたします。

https://hobbyshow-bihin.shop-pro.jp/


装飾に関する注意事項

会場全体の調和・美観の向上および安全確保のため、各種規定事項を設けております。

規定事項や禁⽌事項に大きく違反したと認められる場合、主催者より、工事あるいは作業変更及び中⽌

を要請することがあります。下記事項にご留意のうえ、施工を⾏って下さい。
出展者側で委託する⼩間装飾の施工会社・代理店等がある場合は、事前に運営事務局までご連絡下さい。

■装飾施工上の諸注意

1.装飾機材、照明器具、テーブル、椅子、カウンター、マネキン等什器備品、展示物などが⾃社ブース

（割当スペース）からはみ出さないように十分注意して下さい。通路上に表示などを設置することも

禁⽌いたします。悪質な場合は出展取消とし、ご退出いただきます。その場合、来年以降の

Handmade  MAKERS’には出展できません。

2. 装飾施工及び出展物の搬出・搬出時に発⽣したゴミは出展者各⾃でお持ち帰り下さい。

特に段ボール箱の放置は固くお断りいたします。発⾒した場合は、開催後主催より処分費用を請求いたしま

す。

3. ブースのサイズを超える旗、防炎加工なしの布製の看板等の装飾は禁⽌いたします。

4.バルーンの装飾は禁⽌いたします。装飾物に違反が認められた場合は、主催者より装飾物撤去の要請、

または罰金がかせられる場合があります。

5.空気を入れ膨らませたグッズ全般（手持ち風船等）について、使用の場合は運営事務局へお問い合わせ下

さい。また、ヘリウムガスの使用は禁⽌いたします。展示会場の天井に上がってしまったり、近隣の交通

機関の運⾏を妨げたりという問題が発⽣しておりますので、風船他それに準ずるものも配布は禁⽌いたし

ます。万が一天井へ上がってしまった場合、運営事務局より撤去費用を請求いたします。

6.装飾・展示物の⾼さ制限は2.1mまでです。装飾物に違反が認められた場合は、主催者より装飾物の撤去を

要請する場合があります。

7.出品物の設置や、装飾施工の必要等から、建物の壁⾯・床⾯・柱⾯等に工作を施す場合は、次の事項を

遵守して下さい。
A.全⾯的に禁⽌している事項
・建物の壁⾯・床⾯・柱⾯及び路上に直接塗料を塗ること。

・その他、下記Bの届け出による事項以外の一切の工作。

B.届け出による承認事項（アンカーボルト工事のみ）

承認を受けたホールインアンカーのみ、床⾯に打つことができます。アンカーボルト工事が必要な場合は必

ず運営事務局までご連絡下さい。なお、使用に際してはアンカーボルト使用料として1本につき￥1,100

（税込）の費用がかかります。会期終了後に運営事務局よりご請求いたします。

8.会場内天井から直接針金、ワイヤー等で装飾物並びに出展物を吊るすことや⼩間内に天井あるいは屋根を

設置することを禁⽌します。照明設備の設置に必要な天井は格子状のものを使用して下さい。
この場合、施工図⾯の提出が必要ですので、3月18日（金）までに運営事務局までご連絡下さい。

9.重量物を展示する際は、重量が特定の場所に集中しないよう、床上にコンパネなどの養⽣をして下さい。

10. 什器、備品、出展物の揺れ防⽌のために会場の施設（床・天井・壁）を使用することは禁⽌します。

11.開催時間中はいかなる理由でも、装飾及び展示に関する施工は禁⽌します。但し、主催者に作業届を

提出し、認められた場合に限り作業を許可するものとします。最終日の会期終了時間は17:00です。
終了時間以前の⽚付け作業は固くお断りします。

12.会場設備、基礎設備、他社の装飾物あるいは出展物を破損した場合は、該当出展者の責任となります。

会場躯体に対する損傷などを発⽣させた場合、補修費を含めた相応の損害賠償を運営事務局より請求い

たします。
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防火・防炎

火気・危険物品および喫煙等の取扱い
東京都火災予防条例に基づき展示会場内での次の⾏為は禁⽌されています。

【喫煙】

1.⼩間内及び会場内の喫煙は禁⽌致します。

2.喫煙場所に指定された場所で喫煙して下さい。

【危険物の持ち込み】

1.危険物…ガソリン、軽油、灯油、マシン油、動植物油等消防法別表第1で定めるもの

2.可燃性固体類・可燃性液体類…ラッカーパテ、パラフィン・ろうそくなど東京都火災予防条例別 表7

備考第5号及び第7号に規定するもの

3.マッチ、火薬類…火薬取締法第2条第1項及び第2項に掲げるもの

4.可燃性ガス…プロパン、アセチレン、水素等一般⾼圧ガス、保安規定で定める可燃性ガス

5.その他臭気を発するもの※スプレー缶・インク油・塗料なども含まれます。

【裸火の使用】

1.気体、液体、固形燃料を使用する火気器具で、炎、火花を発⽣させるもの、または、発熱部を 外

部に露出するもの。

2.電気を熱源とした器具で、発熱部が⾚熱して⾒えるもの（電気コンロ、電気ストーブ、はんだごて、 発

熱器など）ただし、発熱部が焼室、風道、庫内に⾯しているヘアドライヤー、トースター、オーブン等は

除く。また、外部に露出した発熱部が400度を越える器具を使用される場合は 裸火の使用に含まれます。

火気・危険物の種類

【危険物】

【可燃物】

【可燃性ガス】

【⾞両】

ガソリン・シンナー・灯油・薬剤・アルコール類・マシン油等の引火性液体・酸化

性固体・⾃然発火性物質・火薬類・カートリッジボンベ 等

可燃性固体（ロウ・ワックス）・可燃性液体・発泡スチロール・わら類・綿花類・石炭
・木炭 等

※調理用の動植物油や日常清掃に使用するクリーナー等については、持ち込み数量の確

認をさせていただきます。

水素・アセチレン・アンモニア 等

※ ⾼圧ガス保安法により、サービスヤード・ホール内へプロパンガスを持ち込むこと
ができません。

・展示⾞両のタンク内の燃料は、⾞両1台あたり5ℓ未満として下さい。

・ご開催中にホール内でエンジンをかけることはできません。

・持ち込み数量の確認をさせていただきます。

・燃料電池⾃動⾞のお持込については、事前に運営事務局へご相談下さい。

【注意】

・予め申請をせずに、火気・危険物をお持ち込みされた場合は、即座にご使用を中⽌していただきますの

でご注意下さい。（電気コンロ、電気ストーブ、はんだごて、発熱器など）また、ご使用中⽌に伴う出

展キャンセルや 取り消しにつきましては、キャンセル料金のご返金はできかねますのでご了承下さい。
・火気・危険物の判断が不明な場合は、運営事務局までご連絡下さい。

・実演内容によっては、消防署の許可がおりない場合もございます。また、今まで申請をせずに実施で

きた場合でも 消防官の査察の際に注意され、 撤去した例もございますのでご注意下さい。

4
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その他

・搬入出日は運営事務局で販売しています。
・開催日当日は8:00〜9:30まで東5ホール運営事務局で販売しています。
※会場での購入について、お支払いは現金のみとなります。

マイページのご案内

各出展者へマイページをご用意しております。マイページの内容は、Handmade
MAKERS'公式Webサイトの「出展者一覧」ページに掲載されます。

公開予定を3月1日（火）としております。（入力状況を⾒て調整します。）

3月中旬より、SNSで積極的に告知してまいりますので、入力をお願いいたします。

「出展者一覧」ページは皆様のマイページの入力内容・画像がそのまま公開されます。
マイ ページに画像や出展内容、ワークショップ情報を入力して、来場者へのPRやブー
スへの集客に 活用して下さい。

「出展者一覧」ページはマイページへ入力がない場合でも⾃動で公開されます。
ご入力がない場合は、出展者名のみが掲載され、内容は空⽩のままで公開されてしまい
ますのでご注意下さい。既にID・パスワードをメールにてお知らせしております。
ご不明な方は、運営事務局までお問い合わせ下さい。

5
出展者証着用のお願い

会場へ出展する際は、1名につき1枚の出展者証が必要です。搬入出日、開催日とも
に 会場内では必ず常にご着用下さい。出展者証は事前に規定枚数をお渡しいたしま
す。 追加の出展者証は、1枚550円（税込／送料別）となります。

出展者証 規定配布枚数 2枚/1ブースにつき

追加購入をご希望される出展者は、日本ホビーショーオプション備品サイト

https://hobbyshow-bihin.shop-pro.jp/よりお申込みいただけます。入金確認後、事
務局より郵送させていただきます。
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会場へのアクセス

◇ ゆりかもめ 新橋駅←22分→東京ビッグサイト駅下⾞ 徒歩約3分

豊洲駅←8分→東京ビッグサイト駅下⾞ 徒歩約3分

◇りんかい線 新木場駅←5分→国際展示場駅下⾞ 徒歩約7分
大崎駅←14分→国際展示場駅下⾞ 徒歩約7分

◇水上バス 日の出桟橋←約30分→有明旅客ターミナル(東京ビッグサイト)下船 徒歩約2分

◇路線バス 東京駅八重洲口←約40分→東京ビッグサイト

浜松町駅←約40分→東京ビッグサイト

東⻄線門前仲町駅←約35分→東京ビッグサイト

有楽町線豊洲駅←約15分→東京ビッグサイト

横浜駅東口←約50分→東京ビッグサイト
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その他出展に係る事項

■出展品目

1.展示物は、当展示会の開催目的の趣旨に沿った品目とします。

2.主催者は展示会の正常な運営に支障を⽣ずる恐れがあると認められるもの及びゾーン・エリアの趣旨に

沿わないもの、ルールにのっとっていないものについては、その出展・装飾・運営に関して制限または

禁⽌をすることがあります。制限または禁⽌によって出展者に⽣じた不利益や損害に対して主催者は責

任を負いません。
3.下記に該当するものは出展を禁⽌します。

引火性、爆発性のあるもの、放射性物質、劇毒物、⿇薬、販売禁⽌品、裸火、プロパンガス

※但し書類提出等の諸手続きにより事前に東京消防庁より許可されたものは除く。

「火気・危険物に伴う届出（解除申請）」参照

■出展物の保護

1.主催者は最善の注意を払い会場の保全管理にあたりますが、各出展物の保護については各出展者が

責任をもって⾏って下さい。

2.天災、その他不可抗力の原因により発⽣した事故（盗難、紛失、損害）については、主催者はそ

の賠償責任を負いません。

3.出展者は出展物の輸送及び展示期間中の保護については、必要に応じて保険をかけるなど適切

な対策を講じて下さい。

■ブース内でのデモンストレーション（実演）

1.ブース内での実演は、人体、財物に対する保全と、他の出展者に関わるあらゆる影響を考え実施して下

さい。

2.主催者は、会場の保全管理、秩序の維持、講習の安全管理のために、これらに支障が⽣じると認められ

る 実演については、出展者に必要な対策を要請するか、実演を制限あるいは中⽌していただく場合が

あります。

■事故防⽌及びその責任

1.出展者は、出展物の搬出、展示、実演、撤去を通じて事故防⽌に努めて下さい。

2.主催者は出展者が⾏う作業を通じて、必要と認めた場合に事故防⽌の処置を命じるか、その作業を制

限 あるいは中⽌していただくことがあります。
3. 主催者にて設置した備品関連に関しては、無断での取り外し、および移動等は⾏わないで下さい。
4.出展者の関わる⾏為によって、事故又は損害が⽣じた場合は、該当出展者の責任となります。

5.万一事故が発⽣した場合、どんなに⼩さな事故でも直ちに主催者に届け出て下さい。

■ブース内での試飲・試食

本イベントでは、ブース内での試飲・試食をを禁⽌しております。事前に密閉・個包装できる商品に限り、

試食品のお渡しは可能です。（22ページをご覧ください。）

◼ 原状回復

出展者が会場内に装飾を施した場合、又は会場施設を破損した場合、

撤去日（最終撤去日2022年4月29日（金・祝）20:00）までに、完全に原状に回復し退場しなくてはなり

ません。

回復が充分でなかったり期間中に回復が完了しないために、主催者がこれを実施した場合、その回復に

要した費用を該当出展者に請求させていただきます。

■諸経費の負担

出展物の輸送、搬出、展示、撤去等出展者の⾏為に属する費用はすべて出展者の負担となります。

■⼩間内の出展者常駐

出展関係者は、会期中主催者指定の出展者証を着用し、必ず⼩間内に常駐して下さい。主催者は昼夜

ともに⺠間の警備会社と契約して会場内の一般的な警備にあたりますが、⾃社の⼩間や出展物の管理

は各出展者が責任をもって⾏って下さい。

■騒音規制

ブース内で音楽を流すことは可能ですが、音量については不適当と認められた場合、調整あるいは使用

停⽌を求めることがあります。 20



■館内呼び出し

会期中、会場内の呼び出し放送はいたしません。

■写真撮影及び模写について

原則として会場内の写真撮影および模写が可能となっております。

ブースにて写真撮影及び模写禁⽌の掲示をご希望の出展者は、4月26日（火）に東5ホール運営事務局に

て申請を⾏って下さい。撮影禁⽌の掲示物をお渡しします。

■両替機について

会場内に両替機はありません。各出展者様であらかじめご用意をお願いいたします。

■ゴミのお持ち帰り

当展示会は各ブースで出たゴミの集荷は⾏っておりません。各出展者様でお持ち帰り下さい。
また、設営、撤去の際に出た段ボールなども回収いたしません。放置されたゴミにつきましては展示
会終了後、事務局より処理費をご請求させていただきます。

■ ブース残留物の破棄

ブース内に残されたものは廃棄いたします。その際、発⽣した廃棄代は別途ご請求させていただきます。

■個人情報の保護

主催者は、個人情報保護に関する法令、及びその他の規範を尊厳し、収集した個人情報は当協会に関す

る業務以外使用しません。

■出展申込の取消・解除

出展申込の取消及び解除は原則としてできません。詳細は出展規約（「出展のご案内」）をご参照下

さい。

■ 規定の変更及び遵守

主催者は、やむを得ない事情がある場合、この規定並びに出展規約（「出展のご案内」）を変更するこ

とがあります。出展者およびその関係者は、この規定並びに出展規約を遵守しなければなりません。
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フード出展について

⚫ 商品は、あらかじめ袋詰め・瓶詰めされた状態での販売をお願い致します。

⚫ 保健所より製造業許可を受けている場所で製造したものに限り販売ができます。製造許可を持た
ない場所（例︓家庭のキッチンで等）で製造されたものは販売できません。

⚫ 商品には、すべて食品表示法に基づく表示が必要です。【1.名称、2.原材料名・添加物、3.内容
量、4.賞味（消費）期限、5.保存方法、6.製造者（名称、所在地）等】

⚫ 消費者庁が定めるアレルギー表示項目の原材料が含まれている場合、アレルギー表示のない商品
は販売できません。

⚫ 食肉、鮮魚、牛乳等の乳類は販売できません。また、弁当、惣菜は販売できません。

⚫ 要冷蔵、温度管理が必要なものは販売できません。

⚫ 調理パンに分類されるものは販売できません。（例︓サンドイッチ、ホットドッグ、ボスナ、ハ
ンバーガー、ピロシキ、ミートパイ、惣菜パン、焼きそばパン、コロッケパン、カレーパン、玉
子パン、ロールパン）

⚫ 運営事務局が、フードエリア出展の皆様のお申込み内容を一括にまとめ、江東区保健所⽣活衛⽣
課へ【営業報告書の届出】を提出致します。【営業報告書の届出】の範囲内で出展申込を承りま
す。書類の内容について保健所から指導を受けた場合は、直ちに該当出展者に連絡いたしますの
で、設備の追加や飲食サービスを変更するなどの措置を⾏ってください。また、出展内容に変更
が⽣じた場合は、速やかに書類を修正し運営事務局（日本ホビー協会）までお送りください。

⚫ 会場内に手洗い器、消毒装置の準備はありません。

⚫ 会場での調理⾏為を伴う食事・試食の提供・販売はご遠慮いただいております。事前に密閉・個
包装できる商品に限り、試食品のお渡しは可能です。ただし、衛⽣⾯での十分な配慮、異物の混
入防⽌等の管理⾯の徹底をお願い致します。

（⾚字︓出展規約を変更しました。2022年1月24日）

⚫ 食品衛⽣法、または当該法律を遵守し、各⾃事故（食中毒・感染症等）が発⽣しないよう充分注
意してください。

⚫ 過去に食品衛⽣法、または当該法律に基づく処分を受けたことがある方の出展はお断りいたしま
す。

⚫ 開催日に、江東区保健所⽣活衛⽣課による確認があります。基準に適合していない場合、申請内
容と異なる場合は営業できない場合があります。

⚫ 江東区保健所 ⽣活衛⽣課の許可が降りず、営業ができなくなった場合、出展料金はお返しでき
ません。

⚫ 万一、事故（食中毒・感染症等）が発⽣した場合は、速やかに運営事務局に報告し、費用等出展
者の⾃主責任の上ご対応ください。

営業報告の届出に関するお問い合わせ先

東京都江東区保健所 ⽣活衛⽣課 食品衛⽣第一係

TEL︓03-3647-5882
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緊急時対応
主催者は会場管理計画に基づく⾃衛消防隊を編成し、東京ビッグサイトと合同で避難訓練、消火訓練を⾏い

、災害発⽣時の初動対応に備えます。地震、火災などの災害が発⽣した時は対策本部を設置し、東京ビッグ

サイトと連携を図ります。来場者、出展者の安全確保を第一に考え災害対策にあたります。 避難が必要な場

合は館内放送などで案内します。その際は運営事務局のスタッフ、警備員及び東京ビッグサイトのスタッフ

が誘導しますので、ご協力をお願いします。

なお、展示会の開催または継続が困難と判断した場合は、開催を中⽌させていただきます。

■大規模災害発⽣時の災害対策本部の設置

大規模な災害が発⽣した場合は直ちに対策本部を設置し、東京ビッグサイトと連携を図り、来場者、

出展者の皆様の安全確保に尽力します。

出展者の皆様へのお願い

搬出時、開催時、搬出時において災害が発⽣した場合は、出展者の皆様にも安全確保のためのご対応、ご協

力をお願いします。事前に以下の対応方法をご確認下さい。

■傷病者が発⽣した場合

軽症で歩⾏可能であれば会場内、運営事務局へ速やかにご連絡下さい。救護室へご案内致します。 また

、重症で歩⾏困難、意識不明であれば近くの運営事務局のスタッフ、警備員または運営事務局へ速やかに

ご連絡下さい。

出展者側で救急⾞などを要請した場合も会場内、運営事務局までご連絡下さい。

■⾃社ブースで火災が発⽣した場合

ブース内に消火器を備えている場合は初期消火を⾏うと同時に、近くの運営事務局のスタッフ、

警備員および、運営事務局へ速やかにご連絡下さい。ブース内に消火器を備えていない場合は

火元から離れ、近くの運営事務局のスタッフ、警備員および会場内の、運営事務局へ速やかにご連絡下さ

い。主催者は初期消火活動及び消防署へ通報を⾏います。出展者側で消防⾞などを要請した場合も会場内

、運営事務局までご連絡下さい。

■地震が発⽣した場合

東京都に緊急地震速報が出された場合、または震度3以上の地震が発⽣した時は館内放送などで情報提供

を⾏いますので⾃社ブース及び周囲の状況を確認して下さい。

異常があった場合は、会場内、運営事務局へ速やかにご連絡下さい。⾃社ブースが破損倒壊の

危険性がある場合はその場所から離れ、直ちに会場内、運営事務局へご連絡下さい。さらに来場者が危険

な場所に立ち入らないようにして下さい。

〈震度5以上の地震が発⽣した場合〉

東京ビッグサイトより非常放送が入りますので、放送指示に従って下さい。

・落下物、倒壊の危険がある場所から離れ、⾝の安全を図って下さい。

・避難が必要な場合は、スタッフが誘導いたしますのでご協力下さい。

・地震情報、交通情報、帰宅困難時の待機場所などの情報を適宜提供します。

■避難経路について

避難が必要な場合は館内放送などで案内します。その際は、運営事務局のスタッフ、警備員および東京

ビッグサイトのスタッフが誘導しますので、ご協力をお願いします。

〈地震後、津波の心配がない場合、火災時の避難場所〉

トラックヤードから一次避難場所（東展示棟1階外）に避難します。

〈地震後、津波注意報・津波警報が発令された場合〉

一時トラックヤードに移動し、その場で待機して下さい。状況に応じて適切な避難場所に誘導します。

〈地震後、大津波警報が発令された場合〉

会場出入口からエントランスプラザ2Fに避難します。

※トラックヤード側の搬出口シャッターは、開催中は閉じられていますので脇の非常口から避難して

下さい。
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