
■出展条件■
１．日本テディベア協会アーティスト会員（BEAMO A）に限る。
２．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えること。
３．販売する商品はすべて自作であること。

※テディベア以外のアニマル商品、雑貨なども販売可。
４．搬入・搬出作業を決められた時間に必ず行なえること。
※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

品以外のものを販売されたい方は、企業テーブル出展をご検討
下さい。

※ご自分の教室の生徒さんの発表会を開催することも可能です。

■搬入・搬出時間■
搬入日時：2023 年 4 月 1 日（土）9 時〜（予定）
搬出時間：2023 年 4 月 1 日（日）17：00 〜 19：00（予定）

※この時間以前の搬出はできません。

■出展形態・出展料■
１．別紙出展形態をご参照ください。
※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１脚

有料となります。B は、1 脚しか置けません。椅子の持込みは
できません。

※コンセントをご利用の方は別途料金がかかります。（4,400 円）
※テーブル配置は協会に一任していただきます。
※お隣のご希望は原則として 1 組（1 名）まで承りますが、ご希

望に添えない場合もあります。

■出展についての注意事項■
☆個人出展における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・メーカーベ
ア・アンティークベア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。

☆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
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　さい。
☆出展者が入館できるパス（ネームホルダー）は 2 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うにして下さ
い。（防犯上、ネームホルダーが無い方は搬入時の入場をお断
りします。）また、ネームホルダーをお持ちでない方がテーブ
ルにつく事は認めません。

☆出展される方は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。

※詳細は開催 1 ヶ月前頃にお送りする出展確認書類にてご確
認下さい。

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■
・出展登録書を直接協会宛郵送または FAX にてお送りくださ

い。また、メールでの申し込みも受付いたします。
・期限までに出展料をお振込ください。上記 2 点が確認できた段

階でご出展登録完了となります。
【郵送】

〒 141-0021　品川区上大崎 3-4-6-201　日本テディベア協会宛
【FAX】 03-3440-1236
【メール】必要事項を記入の上、npo-jtba@jteddy.net までお送り

ください。
件名　31 回コンベンション出展申込
必要事項（下記 1 〜 14 を必ずご記入ください）
1. 出展形態　A  B  C ※いずれかを記入
2. 会員番号
3. お名前
4. ご住所
5. 携帯電話番号なければ自宅電話番号
6. メールアドレス
7. 出展者名（作家名）　※全角で 18 文字まで
8. 出展者名（作家名）ふりがな
9. ブランド名　※全角で 18 文字まで
10. ブランド名ふりがな
11. 荷物の送り　ある　ない

【開催日時】2023 年 4 月 1 日（土）
《会員プレビュー》2023 年 4 月 1 日（土）11：00 〜 12：00（予定）
《一般》2023 年 4 月 1 日（土）12：00 〜 17：00（予定）

※ 2023 年の 2 回目（第 32 回日本テディベア with Friends コンベンション）は、9 月 30 日（土）です。

【会場】東京都立産業貿易センター浜松町館 4 階
〒 105-0022　東京都港区海岸 1-7-1   https://www.sanbo.metro.tokyo.lg.jp/hamamatsucho/
● JR 線　浜松町駅北口より徒歩 5 分 ●ゆりかもめ　竹芝駅より徒歩 2 分
●都営大江戸線　大門駅より徒歩 7 分 ●都営浅草線　大門駅より徒歩 7 分
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第 30 回日本テディベアコンテスト
グランプリ　Category E

「Bears and flowers」　ericobear 作

2023 年から日本テディベア with Friends コンベンションは大きく変わります。今まで 1 年に 1 回 2 日間開催でし
たが、みなさまから多くの意見を頂戴し、1 日開催で年 2 回の開催となります。募集要項を良くお読みの上、締め
切り日までにお申込ください。
第 31 回（春開催）は、イベントをなくし、出展可能テーブル数を増やし、より多くの会員のみなさまが出展しや
すいようにしております。
コンテスト、チャリティラッフルなどのイベントは、第 32 回（9 月 30 日）にて行います。
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※申込方法は下記 3 通りです。
1. 出展登録書を郵送
〒 141-0021　東京都品川区上大崎 3-4-6-201
日本テディベア協会宛

2. 出展登録書を FAX で送付
FAX 03-3440-1236

3. メールにて申込み
宛先　npo-jtba@jteddy.net
件名　31 回コンベンション出展申込
※必要記入事項（右記必ずご記入ください）

■募集条件■
１．どなたでもご出展いただくことができます。
２．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、全て各社の責任で行なっていただきます。
３．搬入・搬出作業を決められた時間に必ず行なえること。

■搬入・搬出時間■
搬入日時：2023 年 4 月 1 日（土）8 時〜（予定）

※車搬入の方は、荷捌場の都合により時間を指定させていただきます。

搬出時間：2023 年 4 月 1 日（日）17：00 〜 19：00（予定）
※この時間以前の搬出はできません。

※車搬出の方は、荷捌場の都合により時間を指定させていただきます。

■出展形態・出展料■
１．別紙の出展形態をご参照ください。
２．販売品の制限はありません。
３．教室生徒さんの発表会としての使用も可能です。
４．金額に含まれる基本設備も別紙をご参照ください。
※椅子の追加は有料となります。
※出展場所の配置は協会に一任していただきます。
※什器の持ち込みは可能です。

■出展についての注意事項■
☆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。
☆出展社が入館できるパス（ネームホルダー）は 5 個発行いたし

ます。余分は追加発行しませんので、出展社以外の代理の方が
搬入搬出などに来る場合などは各自交代で使うようにして下さ

　い。（防犯上、ネームホルダーが無い方は搬入時の入場をお断
　りします。）また、ネームホルダーをお持ちでない方がブース

ルにつく事は認めません。
☆車で搬入される方は車両搬入申込みが必要です。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。
☆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。
※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。

■出展申込みの方法■
・一般・企業用出展申込書にてお申込ください。
・FAX にて日本テディベア協会までお送りください。 

FAX 03-3440-1236

■出展料支払い■
・お申込み後、こちらから請求書をお送りいたします。

■応募の締切り■

2023 年 1 月 20 日（金）

＜キャンセル料について＞
申込後、2 月 28 日（火）までにキャンセルの場合には 50%。そ
れ以降につきましては 100%。

12. イス追加　ある　ない　（A・C 形態方のみ）
13. コンセント申込　ある　ない
14. お隣の方の希望　会員番号　お名前

■応募の締切り■
2023 年 1 月 20 日（金）

＜申し込みの際のご注意＞
★必要記載事項にモレがないようにご記入ください。
★締切の段階で空きがある場合には、二次募集をいたします。
★出展登録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。

1. 出展形態　A  B  C ※いずれかを記入
2. 会員番号
3. お名前
4. ご住所
5. 携帯電話番号なければ自宅電話番号
6. メールアドレス
7. 出展者名（作家名）※全角で 18 文字まで

8. 出展者名（作家名）ふりがな
9. ブランド名　※全角で 18 文字まで

10. ブランド名ふりがな

11. 荷物の送り　ある　ない
12. イス追加　ある　ない　（A・C 形態のみ）

13. コンセント申込　ある　ない
14. お隣の方の希望　会員番号　お名前

※上記 1 〜 14 を漏れのないように記入して
ください。

＜キャンセル料について＞
申込後、2 月 28 日（火）までにキャンセルの場合には 50%。そ
れ以降につきましては 100%。

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。

＜出展料振込先＞
ゆうちょ銀行　019店　当座　0568734
出展料に下記をプラスしてお振込ください。
・椅子追加　1,210円（A、C形態でお申し込みの方のみ）
・荷物保管料　900円
・コンセント使用料　4,400円



【基本テーブルサイズ】

1800mm

900mm

・テーブル長さ 1800mm ×奥行き 900mm ×高さ 740mm（予定）　

A
1800mm

900mm 19,000 円（税込）※テーブル 1 本、椅子 1 脚、ホルダー 2 枚

B
900mm

900mm
11,000 円（税込）※テーブル 1/2 本、椅子 1 脚、ホルダー 2 枚（椅子の追加はできません）

C
3600mm

900mm
36,200 円（税込）※テーブル 2 本、椅子 2 脚、ホルダー 2 枚

（19,000 円＋ 17,100 円（2 本目 10% 引））

【個人出展形態】・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。

【企業出展形態】・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 企業会員　30,000 円（税込）
個人会員・一般企業　60,000 円（税込）
※テーブル 1 本、椅子 1 脚、ホルダー 5 枚

1800mm

1800mm

F
2700mm

2700mm

企業会員　55,000 円（税込）
個人会員・一般企業　100,000 円（税込）
※テーブル 2 本、椅子 2 脚、コンセント 1、ホルダー 5 枚

E 企業会員　60,000 円（税込）
個人会員・一般企業　120,000 円（税込）
※テーブル 2 本、椅子 2 脚、ホルダー 5 枚

3600mm

1800mm

G
2700mm

5400mm

企業会員　110,000 円（税込）
個人会員・一般企業　200,000 円（税込）
※テーブル 4 本、椅子 4 脚、コンセント 1、ホルダー 5 枚

※出展テーブルはグレーの部分

※スペース貸し



※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  npo-jtba@jteddy.net

■規約の履行

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」

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

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

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

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

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

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。

■出展登録書の提出及び出展料の支払い

・「出展登録書」を主催者が受領し、「出展料」が支払われた時点

で正式な申込みとします。

・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

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

否かを決定することができます。

・「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

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

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

きます。

・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

は書面にて主催者に届け出た上、規定のキャンセル料を主催者に

支払わなければなりません。

■キャンセル料

申込後、2023 年 2 月 28 日（火）までにキャンセルの場合には
50%。それ以降につきましては 100%。

■展示スペース・会場レイアウト

・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

展者はその結果に従わなければなりません。

・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

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。

■展示について

・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

きません。

・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」

に規定され、出展者はこれを遵守しなければなりません。

・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。

・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

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

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、
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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

ればなりません。

・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

導を遵守しなければなりません。

・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

者は一切の責任を負いません。

■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

合又は違反していることが判明し場合、そのことが原因による主

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者

が賠償しなければなりません。

・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

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。

・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

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

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

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

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

出展者の損害は補償しません。

■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

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

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

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

きものとし、主催者は一切の責任を負いません。

■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

裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

・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

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。

特定非営利活動法人　日本テディベア協会




