
第2回 東京キルトショー
Tokyo Quilt Show 2023

⼀般社団法⼈ ⽇本キルト協会

出店のご案内

０

2023年3⽉21⽇(⽕祝)〜3⽉23⽇(⽊)

〜 東京都⽴産業貿易センター 浜松町館 〜

お申込み締め切り

2023年1⽉15⽇(⽇)必着
第⼆次 2023年1⽉27⽇(⾦)必着
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︓第2回 東京キルトショー Tokyo Quilt Show 2023

︓ 2023年3⽉21⽇(⽕祝)〜23⽇(⽊) 10:00〜17:00 ※最終⽇は16:00終了

・出店者設営 3⽉20⽇(⽉) ・ 3⽉21⽇(⽕祝)

・撤去・搬出 3⽉23⽇(⽊)

︓ 東京都⽴産業貿易センター 浜松町館 4階
https://www.sanbo.metro.tokyo.lg.jp

〒105-7501 東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティー⽵芝

︓ ⼀般社団法⼈ ⽇本キルト協会

︓ 調整中

︓ 調整中

︓ 調整中

︓キルト作品展⽰、キルト作品及部材等の販売、ステージプログラム
(トークショー、ダンスほか)、ワークショップ など

︓ 約50社

︓ 延べ8,000⼈

︓ 【会員】 前売り／1,000円、当 ⽇／1,300円
【⼀般】 前売り／1,400円、当 ⽇／1,700円 ※すべて税込価格

※上記のほかに割引券（300円引券）を発券・配布予定です
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開催概要

■名 称

■会 期

■会 場

■主 催

■協 賛

■後 援

■協 ⼒

■概 要

■出 店 数

■⼊場⾒込

■⼊ 場 料
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スケジュール

■出店申込・締切

■ 出店承諾書
出店ガイド送付

■出店料⼊⾦締切

■⼩間番号発表

■図⾯提出締切

■リース品等申込期限

■搬⼊、⼩間装飾

■本 番

■撤去、搬出

︓ <⽇本キルト協会協賛会員様>
先⾏受付締切 1⽉6⽇(⾦) ／ 郵送 またはメール必着
<⼀般>
⼀次募集開始 1⽉7⽇(⼟)
⼀次募集締切 1⽉15⽇(⽇) ／ 郵送 またはメール必着
※先着順、満了になり次第募集を締め切ります。
※⼀次募集で満了した場合、⼆次募集は実施いたしません。
⼆次募集 1⽉27⽇(⾦) ／ 郵送 またはメール＜必着＞

︓ ⼀次募集 1⽉中旬
⼆次募集 随時
※出店ガイドには各種レンタル什器・ストックルーム等の申請書も封⼊されています。

︓ ⼀次募集 ／ 1⽉31⽇（⽕）
⼆次募集 ／ 2⽉中旬

︓ 2⽉上旬 本イベントのホームページにて発表いたします
※⼩間の割振りは先着順となります。

︓ 2⽉17⽇（⾦）／ 郵送 またはメール＜必着＞

︓ 2⽉17⽇（⾦）／ 郵送 またはメール＜必着＞
※什器やストックルームについては事前受付のみ となります。当⽇の受付は⾏って
おりませんので、ご利⽤の場合には必ず上記期⽇までにお申し込みください。

︓ 3⽉20⽇(⽉) ※時間の詳細は出店ガイドにてご案内します
3⽉21⽇(⽕祝)

︓ 初 ⽇ 3⽉21⽇(⽕祝) 10:00〜17:00
2⽇⽬ 3⽉22⽇(⽔) 10:00〜17:00
3⽇⽬ 3⽉23⽇(⽊) 10:00〜16:00

︓ 3⽉23⽇(⽊) ※時間の詳細は出店ガイドにてご案内します
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出店規定

この案内で⽰す出店規定以外の細則につきましては、出店者決定後に「出店ガイド」でお知らせいたします

マルシェ

ブースサイズ
間⼝2.97m×奥⾏2.49ｍ×⾼さ2.7ｍ
※ブース仕様詳細は次⾴参照

出店料⾦

1ブース︓⾓ ￥200,000（税別）/ その他 ¥180,000(税別)
※募集数…約50ブース
※電気使⽤料、什器レンタル等は別途承ります ※ストックルームは有料となります

⽇本キルト協会協賛会員様は、会員特典として1ブース10,000円(税別)のお値引きとなります

出店者特典
招待状を1ブースあたり10枚お渡しします

※追加⼊場券は有料にて購⼊していただきます

出店申込み

下記期限までに所定の申込書を郵送⼜はメールにてご提出ください ※お申込み受付は先着順
締切⽇… 2023年1⽉15⽇(⽇) ・ ⼆次募集 2023年1⽉27⽇(⾦)

【送付先】 イベント事務局 出店係
〔郵 送〕 〒221-0056

横浜市神奈川区⾦港町1-4 横浜イーストスクエア3F
株式会A-TEAM内 イベント事務局 出店係

〔メール〕 jimukyoku@jqsevent.com

お申込後
お申込み受付は先着順となります。締切後、事務局にて⼀次募集は1⽉中旬、⼆次募集は書類受
理次第、順次出店者書類（出店承諾書、出店ガイドなど）を送付いたします

出店契約の
締結

事務局より「出店承諾書」を送付し、その到着をもって出店契約締結といたします
また、同時に「出店料⾦請求書」を送付いたしますので、請求書記載の期⽇までに必ず出店料⾦をお
振込みください

基本ブースの施⼯には、システムユニット（組⽴式部材）を使⽤します
この部分に適応した装飾⽤パーツ（有料）を各種取り揃えております
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基本ブース

2490

仕切りポール:Ф40

2970
990

2700

1500
※前⾯はテープで仕切り

2970

コンセント2⼝
(100v・500w)

990

1500

←スポットライト

※前⾯はテープで仕切り

※隣接⼩間が無い場合、通路側の横壁無し(ポールのみ)

仕切りポール:Ф40

マルシェ

基本ブース

⽴⾯図/単位:㎜
スポットライト1灯・コンセント2⼝(100v・500w)

平⾯図/単位:㎜

ブース仕様

◆基本ブースサイズは、間⼝2.97m×奥⾏2.49ｍ×⾼さ2.7ｍ（約7.4㎡）
規定サイズを超えての展⽰・装飾・販売⾏為はできません
◆隣接する他の出店者との境界線上に仕切りパネルを設置します
◆間⼝側に出店者名が⼊ったサインを取り付けます
◆1ブースに対し、スポットライト1灯とコンセント2⼝(100v・500w)を設置します
◆壁⾯は、壁紙（表具）ではなく、塩化ビニール仕上げの合板（オフホワイト）となります
◆事務局が施⼯する仕切りパネルは移動したり破損する事はできません。また、壁⾯への表具貼り、塗
装、釘打ちは出来ません。万⼀何らかの損傷が認められた場合は、現状復帰のための実費を別途請
求させていただきます
◆2⼩間以上のブースは、間⼝に2.97mごとに⽀柱（直径40㎜のポール）が⼊ります。⽀柱は、構造
上外す事はできません
◆出店者の責任において⾏われる⼩間装飾に関しましては、会場全体の調和を保持する為、また消防
条例を厳守して装飾を⾏っていただくための規則を設けます

出店要項

◆展⽰及び販売物品は、当イベントの開催趣旨及び主催者が認める物品のみとします
◆申込書に記載された出品予定以外の展⽰販売はできません
万⼀これに違反し、会場で展⽰及び販売を確認された場合は、撤去していただく場合があります
また、代理業者が仲介して出店申込みや他社名義での出店はできません。悪質とみなされた場合は、
事務局から出店の中⽌を申し⼊れる場合があります。これらの場合、出店料ほか出店に要した全ての
費⽤は返却いたしません。なお出店申込み後、出店物の変更が⽣じた場合は速やかに書⾯で届出
を⾏ってください
◆パンフレット、チラシ等の配布物やアンケート調査、呼び込み等の⾏為は、⾃社ブースにて⾏ってくださ
い。⾃社⼩間以外でのそれらの⾏為を禁⽌致します
◆販売に際し、開催期間中及び開催終了後の商品の問い合わせやクレーム対応ができるように、出店
者の店舗名、所在を確認できるもの（名刺やカード）を必ずご⽤意ください
◆⼆重価格表⽰や割引率の表⽰を禁⽌いたします
◆⾼熱を発するもの（アイロンやこて等）の使⽤はできません
◆床(カーペット)を汚した場合、清掃料⾦の実費を別途請求させていただきます
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出店誓約事項について

【 誓約事項 】

①

②

③

➃

⑤

⑥

取扱商品、サービス、販売⽅法は、第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権及び肖像権
（パブリシティ権）を侵害しておらず、法令の定めを遵守するとともに、これに伴う顧客対応を含
め⼀切の責任を負います。

来場者、他出店者および事務局に迷惑をかける⾏為（押し付け販売、強引な客引き、名誉お
よび信⽤を毀損する⾏為等含む）は⼀切⾏いません。

出店者は、暴⼒団等反社会的勢⼒並びにそれらの構成員および関係者でないこと、また、これ
らと関係する取引を⾏っておらず、今後も⾏わないことを保証します。

出店者は、「出店ガイド」の諸注意を遵守し、事務局の指⽰に従います。

本誓約書に違反する⾏為が認められた場合、事務局の裁定に速やかに従います。

出店者は、個⼈情報を取得する場合、個⼈情報保護法および関連法令を遵守し、利⽤⽬的
をあらかじめ公表・通知し、適法かつ適切な取得・管理等をいたします。
なお、事務局による審査の結果、出店を承諾されなくても、なんら異議は申しません。出店が承
諾された場合、「出店承諾書」の当⽅への到着をもって出店契約の締結となることおよび事務局
の規定に従って、期⽇までに出店料を振り込むことに同意いたします。

2022年12⽉

■以下の誓約事項をご確認とご了承の上、お申込みください。
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出店規約

出店申し込みの取り消し及び出店契約の解除

■「出店承諾書」の到着後（出店契約締結後）出店者の都合により、出店契約を解除する場合は下記のキャンセル料
が発⽣いたします

※出店内容が本催事の趣旨にそぐわない場合は、出店をお断りする場合もあります
※期⽇までに出店料をお振込みいただけない場合は、やむをえず出店を取り消させていただきます。その場合もキャンセル料
は必要となります

出店料の100％

会場管理

■事務局は、会議全般の管理保全にあたります
主催者は天災や不可抗⼒の原因等により発⽣した際の出品の損害、減失、盗難等に関しては責任は問いません

開催の中⽌

■主催者は、天災やその他の不可抗⼒によって本イベントの開催を中⽌する場合があります
主催者が会期前に中⽌を決定した場合に限り、出店料は全額返還いたします
■新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、⽇本政府・⾃治体・関係機関からの要請により、本イベントの開催がで
きないと判断した場合、お⽀払いただいた出店料⾦は全額返⾦いたします
※ただし、中⽌によって⽣じた損害等の補償はいたしません

会期・開催時の変更

■主催者は天災やコロナウイルス感染拡⼤など、やむをえない事情により会期及び開催時間を変更する場合が
ありますので、あらかじめご了承ください
この変更を理由として出店申込みの取り消し、または出店契約を解約する事はできません

ゴミ処理について

■搬⼊・搬出時におけるゴミに関しては（ダンボール等）出店者側で責任をもってお持ち帰りください
なお、会期中に出るゴミ処理は有料となります（詳細は出店ガイドに記載いたします）

ストックルームについて

■ストックルームの割り振りは希望者（有料）のご案内となります （詳細は「出店ガイド」に記載いたします）

イベント事務局 出店係

〒221-0056 横浜市神奈川区⾦港町1-4 横浜イーストスクエア3F 株式会社A-TEAM内
TEL︓045-900-2998      E-mail︓jimukyoku@jqsevent.com
イベント特設サイト https://jqsevent.com

お問合わせ・お申込み先


