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1 ．提出書類スケジュール

12月

1月

2月 2月17日(木)出展説明会

※マイページのログイン方法については別途ご案内いたします。

3月

4月

4月26日(火) 12︓00～ 搬入／設営日
4月27日(水)・28日(木)・29日(金・祝) 10︓00～17︓00 日本ホビーショー会期
4月29日(金・祝) 17︓00～ 撤去

下記、提出期限をお守りいただきますようお願いいたします。
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問い合わせ・ご提出先
※メール件名に【Avenue】と記載し、

下記事務局メールアドレス宛にご提出ください。

第46回 2022 日本ホビーショー出展事務局（株式会社スコープ内）
担当︓黒木
E-mail︓hobbyshow@hobby.or.jp
TEL︓ 03-5206-5499

■LAN回線・360°VRの利用有無
※F typeの方のみ12月より利用有無の確認をさせていただきます

■媒体掲載情報 パンフレット及びweb掲載内容

■外装仕様希望申込書
※S typeの方 p.14 ※A typeの方 p.16

1月14日(金)締切

1月14日(金)締切

3月18日(金)締切

■内装仕様希望申込書 or ブース内レイアウト図
※S typeの方 p.15 ※A typeの方 p.17 ※F typeの方 p.18

3月18日(金)締切

■ガイドブック掲載内容変更
※ガイドブックの作成は、3月18日(金)中までに

マイページにご登録いただいた内容を基に⾏います。

利用有無の確定は2月17日(木)締切

mailto:hobbyshow@hobby.or.jp


2．Avenue ♥ご出展に際して

ハンドメイドのある暮らしは、かけがえのない充実した日々。

ハンドメイドに溢れるワクワクした空間のなか

ハンドメイドを愛する全ての方々と、好きな想いや気持ちを共有しながら

新しい発見や魅力的な提案との出会いを楽しむ。

それぞれの想いを胸に、とびきりの「好き！」を見つけてみませんか。

出展者様それぞれがお考えになる（解釈される）

「I♥Handmade！～やっぱり手づくりが好き！」
をブースで表現ください。

こちらの資料では「媒体掲載情報のご提出」「各小間の仕様の聴取」

について、皆様にご案内いたします。

スケジュールや内容をよくご確認いただき、各種情報を

ご提出くださいますようよろしくお願いいたします。
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２年間のブランクをものともせず、私たちが掲げる今年のテーマは

「I ♥ Handmade！ やっぱり手づくりが好き！」

原点に返り、足元をしっかり見つめ、ハンドメイドの楽しさを

一人でも多くの方にお伝えすることを目指した

日本ホビーショーがいよいよ始まります。

今回、新生Avenueでは、

ライブやワークショップ配信用のオンライン環境を設置し、

また会期中はサテライトスタジオ「ホビch!」の出演や

360°VR3DのAvenueツアーなど

どこでもオンラインで楽しんでいただけるようになります。

「Avenue♥」を新しいカタチでご活用ください。
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Avenue ♥
出展内容に関する規定と注意事項

Avenue ♥は、日本ホビーショーのメイン企画と位置づけておりますので、
以下の規定を設定させていただきます。尚、ワークショップの実施は必須となりますこと
をご了承ください。

1.ブース内展示規定
• テーマ「I♥Handmade！～やっぱり手づくりが好き！」

に沿った展示をお願いします。
• 販売を⾏う場合は、商品の陳列は最⼤でもブース⾯積の半分程度にとどめ、

⾯積の半分程度はテーマに則った作品の展示や使い方の提案、新しい取り組みなど、

来場者に魅せる展示をお願いします。( 単なる商品の陳列ではなく、ブティックやブランドショップの

様な提案性のある展示)
• 展示什器に関して、会議テーブルやスチール棚など、簡素なものは控えていただき、家具もしくはそれに

類するものをご使用ください。
• Avenue ♥全体として統一感のために、置き方や見せ方等に関して委員会が監修させていただき、

調整をお願いする場合がございます。

2.販売に関する規定
• バーゲンスタイルでの販売やそれに類する表現( Sale、値引き等) はできません。

• 二重価格表示はできません。

4.ブース施工規定

• ブース内の一部の壁⾯は、壁紙が選択できます。※ 指定の3 色以外の選択はできません。

• ブース内パンチカーペットの色が選択できます。※ 指定の3 色以外の選択はできません。

5.スポットライト・棚板位置指示について

• 内装仕様申込書 (3月18日(金) 締切) に取り付け位置をご記入ください。

6.追加のスポットライト、コンセント工事(有料)について

電源、追加のスポットライトを使用する場合は、2月17日(木) の出展説明会以降マイページより

オプション備品にて申込書をダウンロードの上、ご提出ください。
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3.小間位置について

※ 2月17日(木) 出展説明会内でレイアウト図⾯を公開いたします。

• Avenue ♥のレイアウト( 小間割り) は、委員会で決定いたします。

9.レンタル家具のご紹介

• 今回は出展料金にレンタル家具代は含まれません。

※ レンタルをご希望の方は各自でEASE様へご依頼くださいますようお願いいたします。（P.21参照）

全type共通

全type共通

全type共通

S type A type

S type A type

全type共通

全type共通



オンラインサービス
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3.LANケーブルについて ※S type / A type は基本サービス込
F type は別途オプション（有料）申込

オンラインに対応するため各出展者単位に有線LAN接続口を一つ用意いたします。

接続口からPC及びネットワーク機器までの接続は各出展者でお願いします。

追加の有線LANケーブル・ハブ等周辺機器のご用意は各出展者でお願いします。

２.ホビch!サテライトスタジオ

会場内に設置したサテライトスタジオにて、

会場内からAvenue情報を毎日配信

４. 360°VRについて ※S type / A type は基本サービス込
F type は別途オプション（有料）申込

開催前日に360°VRカメラでブースを撮影し、会期中に配信いたします。

※ブース内の様子やポップアップを2箇所タグ付けすることが可能です。

会場へご来場いただくお客様に向けた満足度向上策、

またご来場できないお客様へお届けするツールとして

オンラインサービスを実施いたします。

1.事前告知（2月～4月）

YouTubeチャンネル「ホビch！」を活用してAvenue出展社の告知動画を発信。

各社が作成された動画を順次アップします。

今回の見どころ、新商品やワークショップ情報をお寄せください。

【受付期間︓1月初旬～4月8日(金)】



オンラインサービス

【申込締切︓3月11日(金)】

5.会場内ステージ

限定6枠(1日2枠) 料金：33,000円(税込)／1枠(60分使用)
60分︓内訳（配信準備︓10分 ～ 配信︓45分 ～ 撤収︓5分）

※応募者多数の場合は抽選制とさせていただきますので予めご了承ください。

オプション
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【スケジュール】

2月17日(木)出展説明会 ⇒詳細説明

3月11日(金) ⇒申込締切

開催前日まで ⇒配信内容の打合せ（配信内容の確認）

オプション

来場できない方に向けて自社サービスや新商品などの紹介を目的とした
サービスとしてホビーショー当日に会場内特設スペースを設けています

配信スペースと配信機材・web環境・サポートスタッフをワンパッケージで
しかもリーズナブルな価格で提供いたします。

当日、やりたいことだけを用意して会場で配信することが可能です。

ホビーショー中央のステージでオンライン配信が⾏えるプラン
「I♥Handmade！」の装飾が施された背景での配信が可能



オンラインサービス オプション

6. 会議室利用
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オプション

会場内の会議室を利用して配信が⾏えるプラン
ステージ利用よりもさらに安価でサービス提供いたします

※基本的なサービスは同様です
（配信スペース、配信機材、インターネット環境、サポートスタッフ完備）

密室のため誰にも見られることなく配信に集中することができます

限定30枠(1日10枠) 料金：22,000円(税込)／1枠(60分使用)
60分︓内訳（配信準備︓10分 ～ 配信︓45分 ～ 撤収︓5分）

※応募者多数の場合は抽選制とさせていただきますので予めご了承ください。

【申込締切︓3月11日(金)】

【スケジュール】

2月17日(木)出展説明会 ⇒詳細説明

3月11日(金) ⇒申込締切

開催前日まで ⇒配信内容の打合せ（配信内容の確認）

※イメージ



オンラインサービス オプション

7. YouTube「ホビch！」出演（会場内ホビch！サテライトスタジオ）

限定9枠(1日3枠) 料金：33,000円(税込)／1枠(15～30分使用)
事前打合せ必須

※応募者多数の場合は抽選制とさせていただきますので予めご了承ください

オプション

ホビーショーの公式YouTubeチャンネル「ホビch！ 」の
配信スタジオを会場内に設置

YouTubeチャンネル「ホビch！」で配信することになるので
自前の発信サービスを持たない方でも発信することができます
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【スケジュール】

2月17日(木)出展説明会 ⇒詳細説明

3月11日(金) ⇒申込締切

開催前日まで ⇒配信内容の打合せ（配信内容の確認）

【申込締切︓3月11日(金)】



オンラインサービス オプション

8. YouTube「ホビch！LIVE」出演（出展ブース）

限定30枠(1日10枠) 料金：33,000円(税込)／1枠(15分使用)
※応募者多数の場合は抽選制とさせていただきますので予めご了承ください。

オプション

情報番組のロケのように、事前にエントリーいただいた
出展ブースに撮影クルーが出向いてLIVE放映いたします

1枠15分程度で、各々発信したい情報（新商品やサービス）などを
生の声で全国にお伝えください

YouTubeチャンネル「ホビch！ LIVE 」で配信することになるので
自前の発信サービスを持たない方でも発信することができます

※イメージ
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【申込締切︓3月11日(金)】

【スケジュール】

2月17日(木)出展説明会 ⇒詳細説明

3月11日(金) ⇒申込締切

開催前日まで ⇒配信内容の打合せ（配信内容の確認）



3．媒体掲載情報

パンフレット及びイベント当日に配布する会場ガイドブックや、

HPに掲載する為の情報です

詳細は２月17日(木)の出展説明会でご案内いたします。

1. 媒体掲載用情報【締切︓1月14日(金)】

①貴社ロゴデータ（イラストレータデータCS6以下）
②展開商品画像データ（展示する内容等）

50ｍｍ×50ｍｍ 300～400dpi ※正方形の画像推奨
③ブースのテーマ（20⽂字以内）

タイトル例︓「やっぱりホビーが好き！」
④ブース紹介⽂（50～60⽂字以内）

⇒ご提出いただいた情報は出展説明会で配布（またはWebで配布する）
事前告知パンフレットに掲載致します

3. ワークショップの情報（タイムテーブル・内容・金額等）

【締切︓3月4日(金)】
説明会にて、ワークショップの時間や金額、内容紹介についての
ヒアリングシートをマイページよりダウンロードください。

⇒ご提出いただいた情報は出展説明会で配布（またはWebで配布する）
ガイドブックに掲載致します

2. ワークショップ内容の画像【締切︓3月4日(金) 】
・展示商品や、出展内容が伝わる画像をご用意ください。
・画像サイズ 「W2500pixel × H1500pixel 以上」または「350dpi以上」
・ファイル形式 「TIFF」または「JPG」
・ファイル名 「貴社名」と「ワークショップ名」を記載

（例︓スコープ_ポスター）

⇒ご提出いただいた情報は出展説明会で配布（またはWebで配布する）
ガイドブックに掲載致します

4. ブース・出展内容紹介文( 1 0 0 文字以内) 【締切︓3月4日(金)】
マイページ」の情報更新をお願いいたします。
ログイン方法等は別途ご案内いたします。

⇒ご提出いただいた情報は出展説明会で配布（またはWebで配布する）
ガイドブックに掲載致します
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＜ ご提出いただきたい内容 ４点 ＞



4-1.外装仕様希望申込書
提出締切︓

2022年1月14日(金)
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4-2.内装仕様申込書
提出締切︓

2022年3月18日(金)
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4-3.外装仕様希望申込書
提出締切︓

2022年1月14日(金)
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4-4.内装仕様申込書
提出締切︓

2022年3月18日(金)
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4-5.F typeについて
提出締切︓

2022年3月18日(金)

【提出物について】

１．LAN回線、360°VRの申し込み【締切︓12月24日（金）】

※12月中に聞き取りいたします

・オプションのLAN回線の使用有無

・オプションの360°VRの使用有無

２．ブース内レイアウト図の提出【締切︓3月18日（金）】

・ブースのイメージパースまたはスケッチなどブース全体が確認できるもの

・ブース内での展示作品、商品のゾーニングを記載したもの、平⾯図など
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5．出展説明会のご案内

Avenue ♥の全体環境、各ブース仕様、小間位置発表、

オプション備品等について、説明会を開催します。

日次︓2022年2月17日(木) 

場所︓ZOOM（オンライン）

詳細︓別途ご連絡致します。
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日本ホビーショーではコロナウィルス対策を⾏った上で、出展者が安⼼して搬入出及び会期を

迎えられるよう運営いたします。

コロナウィルス対策に関しては各者様でのご準備をお願いします。

事務局にて下記の感染防止対策グッズを販売しております。是非ご活用ください。

※詳細に関しては2月17日（木）の説明会にて説明いたします。

※表記金額︓税込(10%) ※表記サイズの単位︓mm※写真はイメージです。

33cm

2
4
c
m

×10枚

2
7
c
m

※上記商品は全て販売となります。(3月18日(金)までに申込書にてお申込みください。)

※申し込まれた商品は設営日・開催日に運営担当室でお渡しいたします。

※搬入出及び会期中での販売は致しません。

※在庫が流動的な為、やむを得ず類似品への変更⼜はお申込みをお断りする場合がございます。

6．コロナ対策について

×2枚
W630×H1020

19cm
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7．Avenue家具レンタルのご紹介

Avenue家具のレンタルについては、EASE(イーズ)へご連絡ください。

ｰｰｰ注意事項ｰｰｰ※今回は出展料金にレンタル家具代は含まれておりません。

※ Avenue家具レンタルは出展事務局(株式会社スコープ)では、受付しておりません。

※ 展示什器に関して、会議テーブルやスチール棚など簡素なものではなく、以降ページに掲載

している家具、もしくはそれに類するもののご検討をお願いいたします。

ご連絡の際は、「第46回2022ホビーショー Avenue出展者」である旨を必ずお伝えください。

EASE とは … アンティーク調家具のレンタル会社です

目黒駅すぐ近くのショールームで家具のご案内をしています。

家具リストの見方

家具の情報
上︓商品番号
中段︓商品名
下︓サイズ

レンタル費
上︓1日のみレンタル費
下︓イベント期間中のレンタル費合計
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担当 : 池本 / 渡辺
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