テディベア誕生 120 周年企画第 1 弾

テディベア誕生 120 周年記念 1st

出展募集要項

2022 年にテディベアが誕生して 120 周年を迎えます。
日本テディベア協会では 120 周年を祝し、2022 年まで「子供たちの明るい未来のために」をスローガンに、記念の催事を計
画して行きます。協会会員、日本企業、世界各国のテディベア団体と共に、2022 年に向けて盛り上げて行きたいと思います。
みなさまのご協力をよろしくお願いいたします。
第 1 弾として、今回はテディベアとその仲間たち、アニマル、ドール、ミニチュアなどのクリエーターのみなさんと一緒に
いろいろな方へのありがとうの気持ちを込めて楽しめる催事を開催いたします。奮ってご参加ください。゜

【開催日時】2021

年 5 月 22 日（土）・5 月 23 日（日）

2021 年 5 月 22 日（土）10：00 〜 17：00（予定）

5 月 23 日（日）10：00 〜 16：00（予定）

【会場】東京都立産業貿易センター浜松町館 3
〒 105-0022

階・4 階

東京都港区海岸 1-7-1 https://www2.sanbo.metro.tokyo.jp/hamamatsucho/

● JR・東京モノレール 浜松町駅 ( 北口 ) から約 350m 徒歩 5 分 浜松町駅 ( 北口 ) から竹芝通り方向に出て竹芝桟橋方面へ直進。
●ゆりかもめ ( 新交通 ) 竹芝駅から約 100m 徒歩 2 分 竹芝駅改札口を出て西口出口から浜松町駅方面へ直進。
●都営浅草線（地下鉄）大門駅から約 450m 徒歩 7 分 大門駅・浜松町方面改札から B2 出口へ。地上へ出て JR 浜松町駅 ( 北口 ) 前から竹芝桟橋
方面へ直進。
●都営大江戸線 ( 地下鉄 ) 大門駅から約 450m 徒歩 7 分 大門駅・浜松町方面改札から B2 出口へ。地上へ出て JR 浜松町駅 ( 北口 ) 前から竹芝桟
橋方面へ直進。

出展募集要項

でご出展いただけます。二人紹介の場合は、20%OFF。）
・紹介した方が申し込みをする時に、申し込みフォーム

●応募多数の場合は抽選となります。

の紹介者の欄にあなたの会員番号とお名前を記入しても

●出展に空きがある場合には二次募集を行います。

らってください。
・お申し込みの時点で、紹介者の記入がなかった場合に

■募集条件■
手作りされている方であれば、どなたでも
出展できます。

は、出展料 OFF の対象にはなりませんのでご注意くだ

飾り付け、ゴミの持ち帰り等、全て各自の責任で行なえ

搬入日時：2021 年 5 月 22 日（土）8 時〜（予定）

ること。

搬出時間：2021 年 5 月 23 日（日）16：00 〜 18：00（予定）

２．テディベアに関わらず、アニマル、ドール、ミニチ

※この時間以前の搬出はできません。

１．商品管理、金銭の受け渡し、売上管理、搬入搬出、

さい。

■搬入・搬出時間■

ュア、アクセサリー、イラストなど、手作りのものであ
れば出展できます。

■出展形態・出展料■

３．既存品・著作物、市販品等を販売される方は、テー

１．出展形態の頁をご参照ください。

ブルにはお申し込みいただけません。スペースブースを

※コンセントをご利用の方は別途料金がかかります。
（料

お申し込みください。

金未定）

４．搬入・搬出作業を決められた時間に必ず行なえるこ

※テーブル配置は主催者に一任していただきます。

と。

■出展についての注意事項■
■会員出展特典■※会員のみなさまへの特典です。

☆荷物を送られる方は、荷物保管料がかかりますのでご

・協会個人会員、企業会員が、会員以外の方をご紹介い

了承ください。※予定・金額未定。

ただき、その方がご出展される場合には、お一人ご紹介

☆出展される方は２日間出来る限りご自分のブースに常

につき、会員の出展料を 10%OFF いたします。

駐をお願いします。出展ブースに生じる盗難やトラブル

（例 . 一人紹介の場合、15,000 円の 10%OFF で 13,500 円

に関しては主催者側では一切責任は負いません。

※詳細は出展が内定した後お送りする出展確認書類にて

＜申し込みの際のご注意＞

ご確認下さい。

★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。

以上の項目をご了承頂いた上でお申込み下さい。

★申込期限を過ぎた方については、いかなる状況でも受
付けません。

■出展申込みの方法■

★出展内定後の申込形態の変更は認めません。あらかじ
めご了承下さい。

・日本テディベア協会 HP の「テディベア誕生 120 周年
記念 1st」web フォームより、必要事項をご記入の上、

＜キャンセル料について＞

お申し込み下さい。

開催日までの期間が短いため、出展者個人のご都合でキ

日本テディベア協会

https://www.jteddy.net

ャンセルされてもご返金はありません。

・パソコン、スマートフォンがご使用いただけない方は、
官製ハガキにてお申し込み下さい。

申込みの前に、再度出展要項・申込内容などをよくご確

※協会の受取確認が必要な方は、往復ハガキにてお送り

認下さい。

ください。受取を確認した旨の返信ハガキをお送りしま

搬入・搬出・当日の注意などの詳細は後日お送りする出

す。出展の可否ではありません。

展申込確認書に記載します。

★出展可能な方には 2 月初旬に出展登録書類をお送りし

ご不明な点は、日本テディベア協会までお問い合わせく

ますので、書類に書かれた期日までに、HP 出展登録フ

ださい。

ォーム、郵送または FAX にて出展登録用紙を返送する
とともに、出展料を指定の口座にお振込下さい。申込書

※主催者の判断により、開催を中止することもございま

の返送・出展料入金確認をもって出展申込受付完了とな

す。ご了承ください。

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。

■応募の締切り■

2021 年 1 月 31 日（日）
（※ハガキの方は消印有効）

※ハガキにてお申し込みの方はこちら
（官製ハガキにて、下記の通りご記入ください）
宛先

〒 141-0021 東京都品川区上大崎 3-3-9-722
日本テディベア協会「120 周年記念催事」係
※昼間連絡のとれる電話番号・メールアドレスをご記入下さい。
※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。また、日本テディベア協会からの
メール（npo-jtba@jteddy.net）が受け取れるようにご設定くだ
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。

＜ 120 周年出展申込＞
●出展形態頁 A から G までのいずれか
のアルファベットをご記入ください。
●申込者氏名
※会員の方は、会員番号。
●申込者の住所・電話番号・メールア
ドレス。
●ご紹介者の名前

【テーブル出展形態】

・オリジナル作品の販売のみ。
・教室生徒さんの発表会使用可能。※詳細はお問い合わせください。
・テーブル数制限なし。※値段はお問い合わせください。

【基本テーブルサイズ】 ・テーブル長さ 1500mm ×奥行き 600mm ×高さ 700mm（予定）
600mm
1500mm

※出展テーブルはグレーの部分

A

・アーティスト会員 15,000 円（税込）
・一般会員 17,000 円（税込）
・非会員 19,000 円（税込）

600mm
750mm

※付属物

B

・アーティスト会員 25,000 円（税込）
・一般会員 27,000 円（税込）
・非会員 29,000 円（税込）

600mm
1500mm

※付属物

C

テーブル 1/2 本、椅子 1 脚、ホルダー 1 枚

600mm
3000mm

テーブル 1 本、椅子 2 脚、ホルダー 2 枚

・アーティスト会員 40,000 円（税込）
・一般会員 44,000 円（税込）
・非会員 48,000 円（税込）
※付属物

テーブル 2 本、椅子 4 脚、ホルダー 4 枚

※テーブル 3 本以上をご希望の方は、ご相談ください。

【スペース形態】・販売品の制限無し。

・教室生徒さんの発表会使用可能。
・ブース数制限なし。※値段はお問い合わせください。

D

1800mm

・協会会員 50,000 円（税込）
・非会員 65,000 円（税込）
※付属物

展示台（1800 × 900 × 740）1 本、椅子 2 脚、ホルダー 5 枚

1800mm

E

1800mm

・協会会員 100,000 円（税込）
・非会員 130,000 円（税込）
※付属物

展示台（1800 × 900 × 740）2 本、椅子 4 脚、ホルダー 5 枚

3600mm

F

・協会会員 80,000 円（税込）
・非会員 100,000 円（税込）
2700mm

※付属物

展示台（1800 × 900 × 740）2 本、椅子 4 脚、ホルダー 5 枚

2700mm

G

・協会会員 160,000 円（税込）
・非会員 200,000 円（税込）
2700mm

5400mm

※付属物

展示台（1800 × 900 × 740）4 本、椅子 4 脚、ホルダー 5 枚

テディベア誕生 120 周年記念 1st
■規約の履行

出展規約

惑行為等があったと判断した場合には、主催者はその中止、変更、

出展者は主催者から提示された「出展応募要項」「出展の詳細」 禁止をいつでも命じることができます。出展者はそれに従わなけ
及び以下の規約等を遵守しなければなりません。出展者がこれら

ればなりません。

に違反した場合又は違反していることが判明した場合には、主催

・出展者は会場に適用されるすべての防火及び安全法規・行政指

者は出展申込の拒否、取消し又は出展における展示物、装飾物の

導を遵守しなければなりません。

撤去・変更等をいつでも命じることができます。その際、主催者

・出展者間又は出展者と来場者間におけるやりとりに関して主催

側の判断根拠等は一切開示しません。又、出展者から支払われた

者は一切の責任を負いません。

出展料も返還しません。それに生じた出展者及び関係者の損害も
補償しません。

■損害責任
・出展者は主催者から提示された書類及び本規約等に違反した場

■出展登録書の提出及び出展料の支払い

合又は違反していることが判明した場合、そのことが原因による

・
「出展登録書」を主催者が受領し、「出展料」が支払われた時点

主催者に生じた損害のすべてを主催者に対して賠償しなければな

で正式な申込みとします。

りません。又、出展者及びその従業員・関係者等の過失による展

・出展者は、指定期日までに「出展登録書」を提出しなければな

示会場内及びその周辺の建築物・設備に対する損害はすべて出展

りません。期日に遅れた場合は、主催者が出展申込を履行するか

者が賠償しなければなりません。

否かを決定することができます。

・主催者はいかなる場合においても、出展者及びその従業員・関

・
「出展料」は指定期日までに指定口座に出展料を支払わなければ

係者等に起因する傷害・損害等に対し、一切の責任を負いません。

なりません。振込手数料は出展者の負担となります。期日までに

・主催者は天災、その他不可抗力の原因により展示会を中止又は

出展料の支払いがない場合、主催者は出展申込を取消すことがで

中断することがあります。この場合、主催者は支払うべき経費を

きます。

支払った後、残金があった場合には、出展料に応じて残金を出展

・出展申込後、出展者が出展の取消し・解約をする場合、出展者

者に払い戻します。ただし、中止・中断によって生じた出展者の

は書面にて主催者に届け出が必要です。

損害は補償しません。
・主催者は自然災害・交通機関の遅延・社会不安等により生じた

■キャンセル料

出展者の損害は補償しません。

開催日までの期間が短いため、出展者個人のご都合でキャンセル
されてもご返金はありません。

■個人情報の取扱いについて
・出展者は本展示会を通じて取得した個人情報について、法律に

■展示スペース・会場レイアウト

定められた安全管理を遵守した適切な管理をしなければなりませ

・展示スペース・会場レイアウトは、主催者にて決定します。出

ん。

展者はその結果に従わなければなりません。

・出展者が本展示会を通じて取得・管理する個人情報の情報主体

・出展者は展示スペースを他者に譲渡・貸与することはできませ

との間で紛争が生じた場合、両者で協議して当該紛争を解決すべ

ん。

きものとし、主催者は一切の責任を負いません。

・出展キャンセルがあった場合、主催者は全体レイアウトを変更
することができます。

■その他
・本展示会から生ずる紛争について訴訟を行う場合は、東京地方

■展示について

裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

・知的財産権を侵害する模倣品等を展示したり販売することはで

・主催者から提示された「出展応募要項」「出展の詳細」及び本規

きません。

約等に定めのない事項は主催者の判断によるものとします。

・搬入・搬出及び展示方法等は、主催者の提出する「出展の詳細」
特定非営利活動法人

に規定され、出展者はこれを遵守しなければなりません。

日本テディベア協会

・出展者は自分の展示スペース以外の場所で、展示、宣伝、営業
行為を行うことはできません。

※内容の変更が生じた場合は、随時、協会 HP にてお知らせいたします。

・出展者は他者の迷惑となる行為、又は近隣の展示を妨害する行
為をしてはいけません。又、他の出展者・来場者等に対して、強

●出展に関するお問い合せは、日本テディベア協会

引な営業・勧誘・誹謗中傷等の行為をすることも禁止します。迷

電話 03-6277-3638

メール npo-jtba@jteddy.net

