第 25 回日本テディベア with Friends コンベンション

個人出展応募要項

■日時■

アンティークベア・テディベア雑貨などの販売も可能です。

2017 年７月 15 日（土）・７月 16 日（日）
《会員プレビュー》
＜ 1、個人出展＞
2017 年７月 15 日（土）11：00 〜 12：00（予定） 出展料
《一般》
１テーブル
42,000 円（消費税込・2 日間）
2017 年７月 15 日（土）12：00 〜 17：00（予定）
1/2 テーブル 27,000 円（消費税込・2 日間）
2017 年７月 16 日（日）10：00 〜 16：00（予定） ☆テーブルサイズ長さ 180cm ×奥行き 60cm ×高さ 70cm

☆椅子は 1 脚ご用意します。1 テーブルで 2 脚必要な場合は

■会場■

東京国際フォーラム 地下２階 展示ホール２
〒 100-0005 東京都千代田区丸の内 3-5-1

■参加形態■

１脚有料となります。椅子の持込みはできません。
☆ 1/2 テーブルは椅子の追加は出来ません。（1 脚のみ）
☆テーブル配置は協会に一任していただきます。
☆ 3 人以上のお隣同士のご希望には添えませんのでご了承く
ださい。

■応募条件■

１．応募は協会アーティスト会員に限ります。
（但し、企業
テーブルへの出展の場合を除きます）
２．定員に達しない限りアーティスト会員は全員出展できま

＜ 2、企業テーブル出展＞
出展料
1 サイズ

85,000 円（消費税込）＜ 2 日間＞

☆ 180cm × 180cm の ス ペ ー ス 内 に テ ー ブ ル 1 台（ 長 さ
180cm ×奥行き 60cm ×高さ 70cm）
、椅子 2 脚をご用意し
ます。

す。応募多数の場合は抽選となります。ただし、第 25

☆申込み数は 2 ブース（2 テーブル）までです。

回コンベンションに限り、日本テディベア協会在籍 10

☆テーブル数に関わらず 5 名分まで名札を用意します。

年以上の方は、優先してご出展いただけます。

☆企業扱いとなりますので、一つの店名（ブランド名）だ

※在籍が 10 年以上かどうか、不明な方はお問い合わせください。

３．会期当日７月 15 日（土）の搬入時間に必ず搬入・準備
ができる方（代理人でも可）に限ります。
４．自作のテディベアの他に、アニマル関連の作品などの出
品も出来ます。
５．チャリティーラッフルを開催いたしますので、オリジナ

けの表示となります。印刷物にも出展者の名前は掲載しま
せん。
☆自作以外のアーティストベア・メーカーベア・アンティー
クベア・テディベア雑貨などの販売も可能です。
※企業出展ブースは、個人出展と申込方法が異なります。個
人で企業テーブル出展を希望される方は企業用出展申込書

ル作品を 1 点寄付してください。強制ではありませんが、

をお送りしますので直接協会まで FAX かお電話、メール

毎年楽しみにしているお客様も多く、人気のあるイベン

でお問い合わせ下さい。（ブースの数には限りがあります

トなので、是非、出展者のみなさまのご協力をよろしく

ので他の加盟企業・一般企業と共に抽選の可能性がありま

お願いいたします。

す。）

※個人出展におけるベア材料等の販売や、一般の小売店で販売し
ている製品の販売は禁止します。販売目的で仕入れたアーティ
ストベア・メーカー・アンティークベア・雑貨なども個人テー
ブルでの販売を禁止します。出展者本人以外の作品を預かって
販売する委託販売も禁止します。

■出展についての共通の注意事項■

☆荷物を送られる方は、荷物保管料がかかりますのでご了承
ください。※ 2016 年は 600 円でしたが、2017 年は未定。
☆テーブル（長さ 180cm × 奥行き 60cm ×高さ 70cm）
、出

※個人の方でも企業テーブルへの出展が出来ますのでご自分の作

展名プレート、名札、椅子１脚（グループは 2 脚）を協会

品以外のものを販売されたい方は、こちらへの出展をご検討下

で用意します。それ以外は全てご自分で用意して下さい。

さい。

（椅子はスペースの関係で 1 テーブルにつき２脚以上置く事
ができません。個人出展 1 テーブルで椅子 2 脚必要な場合

■出展形態■

１．個人出展：個人１名でのテーブル 1 本、または 1/2 本に
よる出展。
※ 1 本のテーブルに 2 人で出展することは出来ません。
２．企業テーブル出展：個人またはグループでの企業テーブ
ルへの出展。

申し込み下さい。

は、1 脚有料となります。椅子の持込みはできません。
）
☆搬入受付の際に、協会からお送りするネームホルダーを必
ずご提示ください。
☆ネームホルダーは個人出展は 2 個、企業出展は 5 個発行い
たします。余分は追加発行しませんので、出展者以外の代
理の方が搬入搬出などに来る場合などは各自交代で使うよ

※申込方法など企業扱いとなります。申込の詳細は企業要項を

うにして下さい。（防犯上、ネームホルダーが無い方は搬

ご請求さい。自作以外のアーティストベア・メーカーベア・

入時の入場をお断りします。
）また、ネームホルダーをお

認をもって出展申込受付完了となります。出展をキャンセ
ルされる場合には、必ず協会宛ご連絡ください。
★出展内定後の申込形態の変更は認めません。あらかじめご

（企業テーブル出展の方で車で搬入される方は、車両搬入申

了承下さい。

込みが必要です。企業ごとに搬入・搬出時間が変わります
ので、別途出展者にお知らせします）

＜キャンセル料について＞
出展登録書受領日から 2017 年 5 月 14 日（日）まで

搬入日時：2017 年７月 15 日（土）
受付時間

午前 9：00 〜午前 10：00（予定）

搬出時間：2017 年７月 16 日（日）16：00 〜 18：00（予定）

……請求金額の 50％
2017 年 5 月 15 日（月）以降
……請求金額の 100％

※この時間以前の搬出はできません。
※当日の朝搬入となります。
※詳細は出展が内定した後お送りする出展確認書類にてご確
認下さい。
☆出展される方は２日間出来る限りご自分のテーブルに付い
ているようにして下さい。個人出展ブースに生じる盗難や
トラブルに関しては協会では一切責任は負いません。
☆ディスプレイなどでコンセントが必要な場合は次の料金

商品管理、金銭の受け渡し、売上管理、搬入搬出、飾り付け、
ゴミの持ち帰り等、全て各自の責任で行なっていただきます。

持ちでない方がテーブルにつく事は認めません。
☆搬入・搬出作業を決められた時間に必ず行なえる方のみお

がかかります。
使用料

4,860 円（税込、2 日間、差し込み口 1 ヶ）電気料金、

申込みの前に、再度出展要項・申込内容などをよ
くご確認下さい。
搬入・搬出・当日の注意などの詳細は後日お送り
する出展申込確認書に記載します。
2017 年も引き続き素敵なディスプレイをした出
展者にディスプレイ賞を授与いたします。

・みなさん出展展示に毎回とても素敵なディスプレイをされ
ています。そんなブースをみなさんに是非紹介していきたい

分電盤設置料金含。※ 1 日出展の方も同料金です。

と思います。素晴しいディスプレイをされた方にディスプレ

※ハガキ申込みの際には使用の申し出は不要です。出展が内

イ賞を授与することになりました。審査員のみの投票とな

定した後にお送りする書類の中の、出展登録書記入にて

りますが、是非楽しんで作品をディスプレイしてください。

申込みするのと同時に使用料をあわせてお振込下さい。
当日の設置はできませんので必要な場合は必ず事前にお申
込み下さい。

以上の項目をご了承頂いた上でお申込み下さい。
■出展申込みの方法■

・申込みには必ず官製ハガキを使用して下さい。
※協会の受取確認が必要な方は、往復ハガキにてお
送りください。受取を確認した旨の返信ハガキをお
送りします。出展の可否ではありません。
以下の記入要領を参考にしてください。

■応募の締切り■
官製ハガキにて

2017 年 1 月 13 日（金）（消印有効）まで
に協会宛にお送り下さい。
※協会の受取確認が必要な方は、往復ハガキにてお
送りください。受取を確認した旨の返信ハガキをお
送りします。出展の可否ではありません。
＜申し込みの際のご注意＞
★必要記載事項にモレがあった場合には申込無効となりま
す。
★申込期限を過ぎたハガキについては、いかなる状況でも受
付けません。
★出展可能か否かは、２月初旬にご通知いたします。
★出展可能な場合には出展登録書類をお送りしますので、書
類に書かれた期日までに、郵送または FAX にて出展登録
用紙を返送するのとともに、出展料を書類に同封する専用
振込用紙にてお振込下さい。申込書の返送・出展料入金確

※申込ハガキの記入方法
（官製ハガキをご使用いただき、下記の通り記入）
宛名

〒 141-0021 東京都品川区上大崎 3-3-9-722
日本テディベア協会「第 25 回 個人出展申込」係

個人出展申込
＜個人出展＞

テーブル 1 本 または
テーブル 1/2 本
●会員番号と氏名
※ブランド名は不要。
●申込者の住所・電話番号・
メールアドレス（携帯・パソ
コン）

※昼間留守にするという方は携帯電話や連絡先の電話番号もご
記入下さい。
（勤務先を連絡先にするのは、こちらから連絡し
ても差し支えない場合のみにして下さい。
）
※メールアドレスをお持ちの方は必ずご記入ください。急ぎ等
の場合はメールでお知らせすることもあります。
※メールアドレスは、間違いやすい部分にはカナをふっていた
だくなど、分りやすくご記入ください。大文字、小文字、数字
などは特にご注意ください。
※出展申し込み以外のテディベア協会宛の通信内容（お隣の希
望の人）などは記入しないで下さい。

●出展に関するお問い合せは、日本テディベア協会
電話 03-6277-3638

メール webmaster@jteddy.net

