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東京キモノショーのウェブサイトには出展者専用ページがございます。
そちらに更新情報を掲載しておりますので、随時ご確認ください。
「東京キモノショー2022」に出展、及び参加協力くださいましてありがとうございます。厚く
御礼申し上げます。 ご来場の方々に喜び、楽しんで頂けるよう、皆様のご協力どうぞよろしく
お願いいたします。このマニュアルは印刷物としては発送しませんので、各出展者様でプリント
アウトなどしてご活用ください。また、公式ガイドブックとあわせてご覧ください。
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１）実施要項
名称

東京キモノショー2022

メインテーマ

きもののもつチカラ

サブテーマ

街への広がり

会期

会場

街がランウェイになる

2022 年 5 月 28 日（土）～２９日（日）
10：00～18：00
メイン会場（3会場・有料）とサテライト会場（7会場・無料）を含む
日本橋人形町問屋街での開催
【主催】東京キモノショー実行委員会 一般社団法人きものの未来協議会

【東京キモノショー2022 実行委員会】
◆実行委員長 中野光太郎（花想容） ◆副実行委員長 髙橋和江（たかはしきもの工
房） ◆キモノスタイル 細野美也子（月刊アレコレ） 木越まり（きものデザイナー）
◆キモノスタイル着付け監修 錦織美枝子（着付師・NISHIKIORI） 上条依子（着付

主催

師） ◆マルシェ 花岡隆三（青山ゑり華） 柴希未香（青山ゑり華） ◆イベントステ
ージ着付け 須田久美子（花影きもの塾）◆本部窓口 大原加容子 （大原和服専門学園）
◆ワークショップ 岡本英子（香紡縁） ◆メインビジュアルアートディレクション 西
岡ペンシル ◆ポーズ人形製作 宇山あゆみ ◆コピーライティング・編集
（月刊アレコレ） ◆編集

細野美也子

齋藤香 ◆広報 長岡彩子（Matou) 岡本英子（香紡縁）

◆事務局 刑部優美帆（ななほう） 細野純一（スタジオアレコレ） 川村丹美 ◆幹事
上達功（丸上） 藤井浩一（藤井絞） 田中源一郎（田源） 高橋洋行（熊沢屋呉服店）

Web

https://tokyokimonoshow.com/

後援

東京織物卸商業組合

入場料

●前売券 1,000 円（税込）

中央区観光協会
●当日券 1,500 円（税込）

東京キモノショー2020 実行委員会事務局
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町１－４－６
事務局

株式会社スタジオアレコレ内
E メール

info@tokyokimonoshow.com

電話／03-6264-9307

FAX／03-6264-9308

担当者名／細野純一
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市川ビル 1 階

２）日本橋人形町界隈 MAP 会場の位置関係

会場一覧

★この地図はエリアイメージの仮の地図です。詳細はガイドブックの地図をご参照ください。

【会場一覧】

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町 1 丁目 1-12 2 階 3 階
◆サンライズビル 〒103-8470 東京都中央区日本橋富沢町 11-12 サンライズビル 2 階
◆田源ビル
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町 2-3-8 田源ビル 2 階
◆プラザマーム

以上 3 会場は入場券が必要となる有料会場です。
◆ATELIER MATCHA 東京都中央区日本橋人形町 1-5-8 https://ateliermatcha.com/
◆丸久商店・ダリア食堂 東京都中央区日本橋大伝馬町 2-9
◆カレンブロッソ

https://www.dalia58.com/

東京都中央区日本橋室町 3-2-1 コレド室町テラス

1F

https://www.calenblosso.jp/

◆きもの悉 東京都中央区日本橋浜町 2-18-4 伊藤ビル 2F https://kotogoto.jp/
◆石田節子の店 東京都中央区日本橋富沢町 9-9 矢島ビル 2F https://setsukoishida.jp/
◆三勝ゆかた博物館

東京都中央区日本橋人形町 3-4-7

https://www.instagram.com/sankatsu_yukata/

◆ブルーミング中西 2 階 東京都中央区日本橋人形町 3-2-8
以上 7 会場はサテライト会場ということで入場無料です。
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https://www.blooming.co.jp/

３）チケットの種類と販売について
今回、メインの 3 つの会場の入場にはチケットが必要です。チケットをお持ちの方は 1 枚でどの会場も
入場になれます。また、チケットは二日間有効となっています。初日にご来場になった方が、二日目に
も入場することができます。

1. 前売りチケットについて
・ 前売りチケットの販売は 2 種類です。
・ 出展者さんによる紙チケットの前売りと、ウェブチケットからの前売り券です。
◆ 関係者、出展者さん向け前売り券
・出展者はどなたでも購入できます。1 枚 500 円です。2,000 枚限定で印刷しています。
・招待券としてお使いいただいても結構です。
販売する際の価格は自由です。基本は、前売り 1,000 円、当日 1,500 円でお願い致します。
SNS などで無料配布や割引販売などを呼びかけるのはご遠慮ください。
・2,000 枚に達したら、その後はウェブチケットを 1,000 円でご案内ください。

◆ ウェブチケット https://t.livepocket.jp/e/zv1vk
・ウェブチケット（LivePocket）を購入するには、東京キモノショーのウェブサイトから、
チケット購入へ進んでいただき、決済をすることで完了します。1,000 円で購入できます。
購入後は、LivePocket の手順に従って、来場時に決済画面を提示するなどで入場券として
お使いいただくようになります。コンビニ窓口などでの紙チケットの発行はありません。
・4 月 20 日の 10 時より販売開始し、5 月 27 日の 23 時 59 分で販売終了です。

2. 当日券について
3 会場の受付にて、当日券を販売します。1,500 円（現金のみ）
ただし、会場が過密になった場合などは、当日券の発行を一時制限する場合もあります。
できるだけ前売り券を購入いただいてご来場されることをお勧めいたします。

3. その他のチケットについて
・ 22 歳以下の若者向けに招待券を発行しています。主に美大や服飾系の学校などを通じて配布します。
・ 今回、受付での預かりチケットはお受けいたしません。
・ 東京キモノショーは毎回、18 歳以下無料ということで実施しています。

4. エコバッグについて
ガイドブックには記載しておりませんが、メイン 3 会場の受付にて、最初の入場時に東京キモノシ
ョー特製のエコバッグをお渡しします。一度入場になられますと、以降はこのエコバッグが入場パス
となります。エコバッグはチケット購入者本人に限り、二日間有効になります。
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４）ガイドブック・AR スタンプラリー
1. ガイドブックについて
ステージのタイムスケジュールはじめ、盛りだくさんの全コンテンツの詳細がまるごとわかる、
「東京キモノショー・公式ガイドブック」を５万部発行しています。
出展者の皆様には無料で事前配布しますので、是非、お客様や関係者の方々に積極的に配布をして
いただきますようお願いいたします。

2. AR スタンプラリーについて
これまでも会場の回遊を促すためにスタンプラリーを実施してきました。今回は、コロナ対策の強化
のため、AR 技術を用いた、非接触型のスタンプラリーを実施いたします。
コロナ対策としてだけではなく、SNS 等で拡散もできる記念写真が撮影できる記念フォトフレーム
や東京キモノショーオリジナルノベルティのプレゼントなど、より時代にあったレクレーションとし
てお客様に楽しんでいただけるものを目指します。

3. スタンプラリー利用手順（下記の図参照）
1.アプリ「COCOA AR」をダウンロード
2.地図でスタンプの場所をチェック、指定の場所まで移動
3.指定の場所まで移動したら、アプリを起動、下中央のボタンを押して、指定のマークを翳します。
4.記念写真も撮れる特別フレームが表示され、フレーム上部のボタンを押すとスタンプが取得できます。
5.スタンプが３つ揃えば、オリジナルノベルティをプレゼント。さらに豪華賞品が当たる抽選会に参加
できます。抽選と景品の発送は後日で、抽選結果はウェブでイニシャルなどを発表します。
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５）広報・PR について
１．4 月より、東京キモノショー公式 SNS(Facebook・Twitter・Instagram)を中心に出展ブランドや
イベント内容の告知を開始します。シェアや拡散にご協力をお願いいたします。
期間中も SNS を使って積極的に情報を発信し、期待感を盛り上げてまいります。

＜東京キモノショー 公式 SNS アカウント＞
Facebook：https://www.facebook.com/tokyokimonoshow/
Twitter：https://twitter.com/tokyokimonoshow/
Instagram：https://www.instagram.com/tokyokimonoshow/
※各 SNS に投稿をする際には専用ハッシュタグ、「#東京キモノショー」をつけて投稿します。
出展者の方も、SNS で東京キモノショーについて投稿する際には、
ハッシュタグ「#東京キモノショー」を付け加えてください。

２．東京キモノショー公式サポーターによる情報拡散
今回、SNS にフォロワーを多くもつ、きもの関連のインフルエンサーさんに、公式サポーターを
お願いしています。（公式ガイドブックをご参照ください）
Twitter など、SNS を中心に情報発信いたします。
5 月 27 日等の設営日に入場いただく場合もありますのでご協力をお願いします。

３．イベント期間中による動画配信の実施
期間中、主にイベントステージの動画配信をいたします。
なお、開催前日の 5 月 27 日に、宝仙学園女子ダンス部によります、総勢 70 名の振袖パフォーマン
スがあり、サンライズビル 2 階、キモノスタイル展の設営会場より配信を予定しております。
この映像は、東京キモノショー2022 の開催を予告するパフォーマンスとして、YouTube、SNS な
どを通じて拡散を予定しています。ご協力ください。

4. 公式ガイドブックによる広報効果
5. 出展者様のウェブサイトでの出展情報掲載のお願い。
メインビジュアル、イメージ画像のダウンロードが可能です。御社ウェブサイトなどにお使い下さい。

SNS 用素材のダウンロードはこちら
6．日本橋きものパスポートとの相乗効果

https://kimono-pass.tokyo/

日本橋界隈の参加店にきもので来店すると、飲食時にサービスが受けられます。
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６）出展、開催期間中の留意事項とお願い
1. 開催期間中のスケジュール

（メイン 3 会場共通）

時間

進行

8:30～

プラザマームのみ開場

受付後 スタッフパスを身に着け開場準備

9:00～

受付後 スタッフパスを身に着け開場準備

9:30

朝礼

10:00

開場

18:00

閉場

2. 出展中の管理及び始業終業の点検について
・ 出展中の商品の管理は、出展各社が責任をもって管理してください。
・ 盗難等の保険が必要な場合は、出展各社にて契約してください。
・ 毎日の始業、終業に際しては、ブース内及び会場内の整理整頓はもとより、火の元、電気スイッチ
などの点検を確実におこない、必要措置を講じてください。

3. 出展者のマナーについて
・ 出展者のドレスコードは、基本きものです。作務衣は可。（食品などの販売は例外）
・ 会場内は、全面禁煙です。
・ 各ブース、常時一人以上のスタッフを配置してください。
・ 購入を強要する、或いは強要された、と受け取られるような客引き行為は厳に慎んでください。
・ 来場者への商品の説明、質問になどには、丁寧に接客、回答をお願いします。一人でもきものファ
ンを増やすよう心がけ、丁寧に対応してください。
・ 関係者との私語は、来場者から嫌われますので、慎んでください。

4. 出展商品の価格表示について
・ 和マルシェ展示商品は各社の値札で価格表示してください。
展示のみの商品には、「参考出品」と表示してください。
・ 表示価格は、バーゲン価格、特別価格の表記はせず、通常の販売価格を設定してください。
・ 二重価格販売、値札価格からの割引販売は禁止です。
・ 消費者の価格不信につながるような、セールストークや値引き販売は禁止します。
・ キモノスタイル展に関しては、本マニュアル 32 ページをご覧ください。
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5. 卸販売についてのルール
東京キモノショーでは小売店さんに東京キモノショーへの来場を呼び掛けており、小売店様にお
客様をご案内していただくようにお願いしたいと思っています。卸販売をしている先の消費者様
のお買物をお回するという販売方法を取り入れることで小売店様からの呼びかけを強化すること
が目的です。消費者にとっても、その場での支払いが発生せず、荷物にもならない、もしくは馴
染んだお店にて仕立て等をお願いできるという便利があります。
卸販売に対応可能な和マルシェの出展者様は事前にお申し出ください。 卸販売は必修ではありま
せんので各社の判断でご対応ください。小売店様との卸条件などにつきましては、各社それぞれ
の契約と責任によります。 卸取引が可能な出展者様は、当日のブース名表示ボードが、白地に黒
文字表記ではなく、薄緑色に黒文字表記になります。
ボードの色分けをすることで、小売店様やバイヤーが新規仕入れ先を探す場合の目印にもなりま
すので、卸販売をしたい出展者にとってはチャンスにもつながります。
※コピーしてお使いください

商品お回し伝票
自社ブース名
卸お取引先様名
お名前
お客様情報

お電話
お買い上げ商品メモ

商品名

数量

上代価格

備考（支払いの有無など）

小計
消費税
合計
6. 来場者への配布物について
・ 会社案内、商品案内、催事案内などのＤＭ類を自社ブース内での配布は可とします。
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・ 来場者情報（お客様名、住所、電話番号など）の個人情報の収集のみを目的とする行為は厳禁です。
商品情報などを得るための無記名アンケート（回答者名、住所、電話番号などは記載しない）など
は問題ありませんが、実際のアンケート用紙とともに、事前に事務局に申請をしてください。
・ 通行中の方にお渡しすることは節度を持っておこない、みだりに配布して会場内を汚さないように
注意してください。自社ブース外でのこれらの配布行為は、禁止します。
・ キモノスタイル展の印刷物配布に関しては、本マニュアル 32 ページをご覧ください。
・

7. 実演に関する注意事項
・ 来場者に興味関心、一層の理解を深めて頂くための実演は、歓迎です。しかし、安全であること、
隣接ブースに迷惑をかけないことを厳守してください。
・ 実演を計画している場合は、予め事務局に申請してください。
・ 会場の管理、安全、秩序の維持など、来場者の安全のため、支障をきたすと認められた実演につい
ては、出展者に必要な対策をお願いし、対応頂けない場合は実演の制限、または中止を命ずる場合
もありますので、予めご了承ください。
・ 裸火の使用（電気を熱源とした器具であっても発熱部で可燃物が触れた場合、瞬時に発火するおそ
れのあるものは裸火に含まれます。）、消防法、指定可燃物、火薬類、可燃ガスなど法令に規定さ
れている危険物の持ち込みは、厳禁です。
・ 水などを使用する場合、防水処置（養生シートを敷くなど）を充分におこない、会場を汚さないよ
うに養生してください。
・ 実演により強度の音、光線、熱気、塵埃、臭気、ガスなどの発生することが予測でき、隣接ブース
や会場に迷惑を及ぼす実演は禁止します。
・ 実演により、会場や備品等に損傷、損害を与えた場合は、実演者に補償していただきます。

8. ご協力とお願い
拾得物・遺失物落とし物、忘れ物は受付に届けてください。
ゴミ、生ゴミ、缶、ペットボトルなど、すべてのゴミは必ずお持ち帰りください。

9. エスコートスタッフさんについて
今回も東京キモノショーを支えてくれる沢山のスタッフさんの協力を得ております。
エスコートスタッフということで、各会場の受付や、会場内の案内などでお手伝いいただいており
ます。出展者様と協力して、お客様の対応にあたりますので、ご協力をお願いいたします。

10. 控室について
・ プラザマームは、2階の一角に着替えや昼食などを持ち込める控室があります。
・ 田源ビルは、田源さんの会社の1階の所定の場所に休憩室があります。
・ サンライズビルは、エスコートスタッフの控室については検討中です。
10

７）スタッフパスについて

（全出展者共通）

《受付》にて《出展者名、人数》を申告し、スタッフパスをお受け取りください。
対象日
5/26（設営）
キモノスタイル展のみ

5/27（設営）

対象者
着付師

配布

返却・その他

パス無

名簿管理（担当：上条）

記名のみ

プラザマーム

パス無

設営者全員

記名のみ

名簿管理（担当：大原）
29 日のお帰りの際に返却してください

パス有
和マルシェ

してください

5/28・29
キモノスタイル展

5/28・29

5/28・29

必要数を申請

ステージ

1 コーデにつき
1枚
パス有

パス有

お茶会

名簿管理

しが難しい場合は、受付に預けてお帰りになり、
次の日のスタッフは受付でお受け取りください。

両日ともお帰りの際に返却してください

本マニュアル 23 ページをご覧ください

名簿管理

ワークショップ

＊29 日にスタッフの入れ替えがあり、パスの受け渡

事前に担当者へ枚数を申告してください

・ スタッフパスは、搬入日または開催初日にお渡ししますので名刺を挿入の上、見えるように身に着け
てください。
・ 期間中はご自身で所持管理の上、ご自身の最終日に必ず返却してください。
・ 期間中、スタッフパスのない方は会場内に入場できません。開催期間中ですと、有料入場になります
のでご注意ください。
・ 開催期間中のスタッフの入館時間は9時、退館時間は19時です。
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８）《和マルシェ》

会場レイアウト（プラザマーム）

小ブース 1800×1200
中ブース 2400×1800
大ブース 3600×1800

９）《和マルシェ》出展者一覧・ブース番号
「和マルシェ・ブース番号」東京キモノショー2022
1

NEOKIMONO

2

カレンブロッソ

3

染織こだま

4

たかはしきもの工房

5

あづまや きものひろば

6

ワタマサ・タマサ

7

シルクギャラリー

8

伊と幸

9

藤井絞

10

仕立ての店藤工房

11

DENIM KIMONO

12

KIMONO MODERN

13

OLN

14

刺繍半襟ひめ吉

15

Amureine

16

吉村商店

17

お好み染め

18

吉三郎
KICHISABURO

19

季菓貴

20

立ち喰い梅干し屋

21

上七軒あだち

22

喜多屋商店

23

ねこちゃん工房

24

金沢町屋空間凛凛

25

組紐アクセサリーmitorit

26

namintom by
sakamotogofukuten

27

bulan purnama
（ブラン・プルナマ）

28

加花-KAHANA

29

季織苑工房粟野商事

30

MEDAA,

31

花想容

32

京小物一脇

33

ゑびす足袋 本舗

34

.HAKU

35

IWASA

36

青山ゑり華

37

小林染工房

38

染の里 二葉苑

39

コウジュ

40

NUITORI

45

吉春吉

41

Chura Kimono

42

きものレシピ

43

きもの英

44

久留米かすり専門
ななほう

46

Shi bun no San

47

トライアル枠

48

染織工房きはだや

49

勝野屋

50

Hpa An silk factory
(パアンシルクファクトリー）

51

佐織キモノ

52

小宮商店

53

HANYI_YA

54

河洛

55

アトリエ NOBU

56

kaonn-日音衣-

57

Maison Mamesaku

58

藤岡組紐店

59

武田染工

60

黒木織物

61

トリエ

62

ウタコドヲ製作所

63

MIZUHO

64

きもの遊結

65

ハルキモノコモノ

66

itsuka glass works

67

つばめボビン
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10）《和マルシェ》搬入品の発送について
※ 和マルシェの搬入品は、到着日を「5 月 27 日午前」と指定し
佐川急便（推奨）、クロネコヤマトにて、下記へ発送してください。
＜送り先＞

〒103-0007
東京都中央区日本橋浜町 1 丁目 1-12
プラザマーム

2階

東京キモノショー2022 会場

宛

TEL／03-3865-7212
※発送は［発払い］のみです。送料のご負担をお願いいたします。
※伝票の備考欄に【催事】東京キモノショー2022 と記載してください。

※搬入品が指定日に到着できない場合、各自で会場に直接搬入してください。
搬入日時は、設営時間と同じく、5月27日13時～17時です。
※発送に際しては、次ページの搬入ラベルに指定項目をもれなく記入し、ダンボール上面と側面2面、
合計3か所にコピーして貼り、必ず佐川急便か、クロネコヤマトを使用して《上記宛先》に発送して
ください。

箱上部

箱側面

箱側面

※大きな荷物には十字に紐掛けをお願いいたします
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11）《和マルシェ》搬入ラベル
※このページをコピーして切り取ってお使いください。
※太く大きな文字で、もれなく、わかりやすく記入してください。
※ブース番号は本マニュアル 12 ページをご覧ください。

和マルシェ

専用

東京キモノショー2022（和マルシェ）
【配達日】
5 月 27 日
午前中指定

ブース番号
出展者名
ダンボール

／

個口（合計数）

東京キモノショー2022（和マルシェ）
【配達日】
5 月 27 日

ブース番号

午前中指定

出展者名
ダンボール

／

14

個口（合計数）

12）《和マルシェ》設営日（5/27）について
・ 和マルシェの方々は、13 時～15 時にプラザマーム２階入口受付にて受付をしてください。
・ スタッフパスを身に着けて設営を始めてください。
・ 空き箱の収納場所に限りがあります。ブース内に収納できる分は置いていただき、置けない分は指定
の場所へ運んでください。

設営時間は 13 時～17 時です。設営後 17 時 15 分～18 時３０分

の間は、キモノスタイル展を見学後、人形町界隈で懇親会を 18 時 30～19 時スタートの予定です。

13）開催期間中（5/28・29）の搬出入について
※開催期間中に配送での搬入物がある場合は、佐川急便、クロネコヤマト》を
使用し、下記まで発送してください。
＜送り先＞

〒103-0007
東京都中央区日本橋浜町 1 丁目 1-12
プラザマーム

2階

東京キモノショー2022 受付

宛

TEL／03-3865-7212
※発送は［発払い］のみです。送料のご負担をお願いいたします。
※伝票の備考欄に【催事】東京キモノショー2022 と記載してください
・

●２階受付にて荷受けいたしますので、発送者は引き取りに来てください。

14）車での搬出入・駐車場について
・ ドライバーと荷受けする人員を確保の上、荷物の荷下ろし、荷受けをし、速やかに移動してください。
・ 駐車場をご利用の方は、近隣の有料駐車場をご利用ください。

15）最終日（5/29）の搬出・撤収について
・ 最終日（5/29）の配送での搬出物は、すべて東京キモノショー発行の佐川急便伝票を使用してくだ
さい。着払い伝票をお渡しします。
・ 最終日（5/29）の宅配便業者の発送は翌日 30 日となります。荷物の到着は 31 日以降順次到着予定
です。到着日に余裕をお持ちください。
・ 18 時に閉館しお客様が完全退館した後、事務局の指示で片付け作業を始めてください。
・ 20

時には、完全撤収！です。
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16）《和マルシェ》ブース仕様・禁止事項について
備品について
ブース

両脇の仕切り

背面の仕切り

システムパネル（90㎝ 白、銀枠）

システムパネル（白、銀枠）

・ ブースとの仕切り、社名板以外の什器、備品は事務局では用意しません。展示に必要な物は、自社に
てご用意いただくか、別途備品リストをご確認の上、注文書に記入し注文（有料）してください。＊
プラザマームの備品の会議テーブルと椅子は無料です。先着順になります。
・ 独自の装飾等につきましては、アディスミューズさん（担当

細谷さんへ）直接ご相談ください。

・ 展示品を明るくしたい方は電源をお申込みいただき、照明器具をお持ちいただくか、アームスポット
ライトをお申込みいただくことを推奨いたします。お持ち込みの場合も電源の使用料金はかかります。
・ 什器・備品注文書は５月10日（火）までにメールにてお申し込みください。

お申し込みは下記のメールアドレスまで

addis@tokyokimonoshow.com
・ 展示会場での発注、備品のキャンセルはできませんので、ご了承ください、
・ 展示備品の発注分につきましては、後日、チケット代とともに事務局より請求させていただきます。

※今回の展示、施工、及び備品の手配は、（株）アディスミューズが受け持ちます。
リストにない備品等につきましては直接、担当者にお問い合わせください。
担当者名／細谷 豪
０８０－３２０９－３７８５
addis@tokyokimonoshow.com

※什器レンタルリスト・注文書は下記からもダウンロードできます。

注文書のダウンロードはこちら
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17）什器レンタルリスト・注文書

（和マルシェ / ワークショップ共通）

東京キモノショー 什器レンタル注文書
ブース名：

株式会社アディスミューズ
営業第1部2課

ご担当者様名：

東京都中央区日本橋浜町1-6-4

電話番号：
メールアドレス：

申し込み締切：5月10日 必着！

お客様情報入力・
書き込みお願い致します。

※レンタル商材の為、在庫状況によりご希望に添えない場合もございます。 ◇下記以外商品もお受け賜りします。
商品名
衣桁
両面衣桁
撞木 大
撞木 中
撞木 小
姿見
システムパネル w900/h2100
格子パネル 黒 w900/h2100
格子パネル 白 w900/h2100
婦人ボディ 腕付 芯地
婦人ボディ 芯地
紳士ボディ 腕付 芯地
紳士ボディ 芯地
全身アブマネキン 婦人
全身アブマネキン 紳士
全身ヘッドレスマネキン 婦人
全身ヘッドレスマネキン 紳士
薄畳 1800*900
毛せん 5ｍ
古美色ラック ｗ900
古美色傾斜ラック
角ラック 白
角ラック 黒
角ラック 白 傾斜
角ラック 黒 傾斜
木目 棚什器テラ ｗ1200 LOW
木目 棚什器テラ ｗ1200 HIGH
白 棚什器スクエア ｗ1200 LOW
白 棚什器スクエア ｗ1200 HIGH
展示台 シェルタテーブル ｈ750
展示台 シェルタテーブル ｈ600
メッシュ棚 ユピテル
展示棚 ラフ
3段テーブル R棚
3段テーブル 直棚
ポイントシェルフ 黒 大
ポイントシェルフ 黒 中
ポイントシェルフ 黒 小
ポイントシェルフ 白 大
ポイントシェルフ 白 中
ポイントシェルフ 白 小
ネストテーブル
スクエアポール ポール2セット
ポール用 棚板
ポール用 ハンガーバー
会議テーブル ※ご希望サイズをお選び下さい
スタッキングチェア
パイプ椅子

担当：細谷 豪

色・仕様

数量

木工・白クロス貼り

色指定
アンティークゴールド
アンティークゴールド
ｗ1200
ｗ1200

棚3段・ステージ1
棚3段・ステージ1 ハンガーバー

棚3段・ステージ1
棚3段・ステージ1 ハンガーバー

600角
600角
w900
ｗ1200
900R
ｗ1200
ｈ950*400/400
ｈ700*400/400
ｈ600*400/400
ｈ950*400/400
ｈ700*400/400
ｈ600*400/400
ｗ1200/900 ｈ750/600
※白・黒・木目・メープル
ｗ1200
ｗ1200
ｗ1800/w1500/w900

《備考》

《返信欄》
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単価
¥
3,600
¥
4,000
¥
200
¥
200
¥
200
¥
4,000
¥
5,000
¥
5,000
¥
5,000
¥
6,000
¥
3,000
¥
6,000
¥
3,000
¥
12,000
¥
12,000
¥
8,000
¥
8,000
¥
1,000
¥
1,000
¥
4,000
¥
3,000
¥
3,600
¥
3,000
¥
3,600
¥
3,000
¥
12,000
¥
16,000
¥
8,000
¥
10,000
¥
6,600
¥
6,000
¥
8,000
¥
10,000
¥
6,000
¥
6,000
¥
5,000
¥
4,600
¥
4,000
¥
5,000
¥
4,600
¥
4,000
¥
10,000
¥
6,000
¥
1,000
¥
1,000
¥
1,500
¥
700
¥
200

TEL：03-3865-9321 FAX：03-3865-9171
携帯：080-3209-3785
MAIL:addis@tokyokimonoshow.com
備考
プラスチック
〃
〃
〃
〃
※両面テープは不可です。画鋲打ち可

棚下照明付 ※100コンセント必須です
棚下照明付 ※100コンセント必須です

木目

※お色味お選び下さい

プラザマームはｗ1800/w1500 会場備品あり
プラザマームは会場備品分は先着順で無料

東京キモノショー 什器レンタル注文書
ブース名：

株式会社アディスミューズ

ご担当者様名：

営業第1部2課

お客様情報入力・
書き込みお願い致します。

電話番号：

担当：細谷 豪

東京都中央区日本橋浜町1-6-4

メールアドレス：

TEL：03-3865-9321 FAX：03-3865-9171

申し込み締切：5月１０日 必着！

携帯：080-3209-3785
MAIL:addis@tokyokimonoshow.com

◇下記以外商品もお受け賜りします

商品名

色・仕様

数量

単価

アームスポットライト

¥ 4,000

コンセント 1口

¥ 2,500

モニター Ａ

42インチ

¥ 50,000

モニター Ｂ

52インチ

¥ 60,000

モニタースタンド

¥ 15,000

ＤＶＤ、ＢＲプレイヤー、メディアプレイヤー

¥ 6,000

備考

※1 口 5 0 0 W ま で
例： ア イロン使用→3 口 1 5 0 0 ｗ申し込み下さい

その他ご希望あれば申し付け下さい
◇モニター台イメージ
展示台・テーブルでも代用可能です

◇アームスポット イメージ

《備考》

《返信欄》
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東京キモノショー 什器レンタル注文書
衣桁プラ

撞木大・中・小

姿見

システムパネル

格子パネル

婦人ボディ

婦人ボディ腕付き

紳士ボディ

紳士ボディ腕付き

全身マネキン婦人

全身マネキン紳士

薄畳

毛せん 5m

古美色傾斜

古美色ラック

角ラック 黒

角ラック黒 傾斜

角ラック 白

角ラック白 傾斜

木目棚什器テラ

木目棚什器テラ HIGH

白棚什器

白棚什器 HIGH

展示台シェルタ

メッシュ棚

展示台ラフ

3段テーブル R棚

３段テーブル 直棚

ポイントシェルフ 黒

ポイントシェルフ 白

ネストテーブル

スクエアポール

会議テーブル

スタッキングチェア

パイプ椅子
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18）《イベントステージ》出展に際して
●イベントステージスケジュール
28 日（土）

29 日（日）

10 時 45 分 オープニングレセプション 和裁表彰 仙丸

11 時 NPO 法人日本ゆかた文化協会

12 時 花影きもの塾 神前式を再現

12 時 近藤サトさんトークショー

13 時 粟野商事米沢織ファッションショー

13 時 着付け結美～きつけむすび～ファッションショー

14 時 笹島寿美先生 トークショー

14 時 十二単着装実演 オズエンタテイメント＆井筒東京

15 時 加花ファッションショー

15 時 須田隆久氏 琵琶の演奏

16 時 たかはしきもの工房 肌着フォーラム

16 時 山崎陽子さん トークショー

17 時 藤井絞ファッションショウ

17 時 花影きもの塾 着付けとファッションショー

1. 提出物一覧
①

進行台本 提出（出展者共通）：5 月 20 日（金）

②

音源 映像データ提出（音源や映像を使用する団体のみ）：５月２０日（金）

③

出演者・スタッフ等関係者名簿 提出（出展者共通）：5 月 27 日（金）

2. ご出演にあたっての注意事項
① 撮影について
・ ステージは非常に狭くなっているため、ステージ撮影は禁止とさせていただきます。（客席に着席し、
周囲の方の迷惑とならない範囲でのスマートフォンやホームビデオ等の撮影は除く。）
・ 希望団体には、事務局側で撮影した動画をお渡しいたします。
・ 会場内では、事務局や取材メディアによる写真や動画撮影等が行われます。会場内のお客様・ご出演者様
が映り込む場合があり、それらは事務局によるインターネット配信およびイベント終了後の広告物、取材
メディアによるテレビ／新聞／雑誌／WEB 等に露出／掲載される場合があります。予めご了承ください。

② ステージで使用する音源の音楽著作権（著作隣接権）使用料および二次使用について
・ 使用音源や動画に著作権等が発生する場合、著作権使用の申請は、出展者様側で申請していただきます。
また、発生する著作権使用料等は出展者様側でご負担ください。
・ ショーの動画配信、Web 掲載など二次使用を想定している場合は、一次使用（ショー当日に流すこと）
と合わせて予めご確認ください。
・ 著作権（著作隣接権）および著作権使用料についてご心配な方は、著作権フリー音源（有償・無償）を使用し
てください。

・ 音楽著作権（著作隣接権）申請に関する詳細は、下記「一般社団法人日本音楽著作権協会
(JASRAC)」のサイトをご参照ください。
https://www.jasrac.or.jp/
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③ ご出演者様の肖像権・パブリシティ権等について
・ イベント開催期間中、事務局による動画撮影が入り、一部ライブ配信もされる予定です。また、撮影され
た素材は、イベント終了後も掲載期限なく、東京キモノショー事務局および出展各社が、各種メディア／
コンテンツにて使用する場合があります。ご出演者様には、上記の内容および肖像権使用についてご許諾
いただいたものとします。
・ ご出演者様がモデル・タレント事務所に所属している等、第三者との契約が生じる可能性がある場合は、
特にご注意ください。

3. ステージ演出について
① 持ち時間
・ 1 ステージあたり、30 分とします。

② ショーの構成台本・MC
・ ショーの構成台本は出展者側でご用意いただきます。
・ 箇条書きなどで結構ですので、タイムラインに沿って MC 原稿の入ったものを期日までにご提出ください。
・ 事務局側でも MC を手配しております。事務局側の MC が読み上げる場合は期日までに必ず原稿をご提出
いただきます。5 月 20 日の期日に遅れますと、台本検証の時間がとれずお受けできません。出展者側で
ナレーションを手配される場合は必ずご連絡ください。

・ 固有名詞、難読漢字、当て字等には必ず読み仮名を振ってください。
③ 音源／音響について
・ ステージで使用する音源は、必ず CD にてご提出ください。（USB、SD カード等は不可）
・ 使用可能なフォーマットは、CD プレーヤーで再生ができる「オーディオ CD（CD-DA）」のみです。
・ 必ず CD 本体にショーの日時・団体名・楽曲名を油性ペンで記入した上でご提出ください。
・ 音響に対するキッカケ（キュー出し）は、出展者側で直接行うか、台本にキッカケが分かるように記載し
てください。原則、出展者側で進行判断のできる担当者をオペレーションブースに配置してください。
配置できない場合は、全て台本に書き込んでいただき、事務局側の設営スタッフが進行します。
・ 使用楽曲リストを提出していただき、著作権使用の有無を確認させていただきます。先述の通り、
音楽著作権（著作隣接権）の取り扱いには十分ご注意ください。
・ 音響オペレーターは事務局側で手配します。オペレーションは事務局側で一元管理します。

④ 演出照明
・ 今回は舞台上を明るくする以外のスポットライト以外の照明器具はありません。
・ 会場の都合上、暗転はできません。
・ ピンスポット（人を追いかけるような照明）の設置はありません。
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⑤ 映像演出
・ ステージ背面パネル（センターパネル予定）にプロジェクターでの映像投影が可能です。
ただし今回は会場全体が明るいため、映像による効果は薄いとお考え下さい。
・ 映像を使用する場合、角度によってご出演様やお客様が被ってしまい、投射中に写り込む可能性が
あることをご了承ください。
・ 細かい映像の入れ替え指定ができないため、１つのファイルとして作っていただいた映像を、指定
されたタイミングで流します。再生のタイミングは台本に記入してください。
・ パワーポイント等で作成したスライドショーは、必ずビデオファイルとして保存してください。
・ ファイルフォーマット
・ 静止画：JPEG 形式
・ 動画：MP4 形式（ビットレート 1200 上限）
・ 画素数：動画、静止画とも 1,980×1,080 まで
・ パソコンの持ち込みはできません。
・ ステージで使用する映像は、必ず CD または DVD にてご提出ください（USB、SD カード等は不可）
・ 必ず CD／DVD 本体にショーの日時・団体名を油性ペンで記入した上でご提出ください。

・ 映像オペレーターは事務局で手配し、オペレーションは事務局で一元管理します。
⑥ その他演出
・ 持ち込み演出については必ず事前にご相談ください。本番当日ご相談いただいても、対応できません。
また、動物の持ち込みや、紙吹雪等の終演後に片付け・掃除等が必要な演出はできません。

⑦ ファッションショーについて
・ モデル／着付け・ヘアメイクスタッフ等は出展者側でご準備ください。
・ 手配が難しい場合は、事務局で有料斡旋することも可能ですので事前にご相談ください。

4. 控室利用について
・ 控スペースは、最大 10 名程度しか入れませんので、ショー出演者が多数になる場合は、通路や階段
等をご利用いただきます。
・ ショー終了後は、次の団体と速やかに交代してください。
・ 次の団体との入り時間に余裕があれば、控室での飲食は可能ですが、全てのゴミは必ず持ち帰って
ください。

5. リハーサル（場当たり）スケジュール
・ リハーサルは本番前日の 15:00～18:00 と、28 日と 29 日の 9:00～10:00、
28 日の 18:00～19:00 のいずれかの間で設定します。
・ リハーサルは各出展者 1 回のみとなります。
・ リハーサルを行うには、事前予約が必要です。
・ リハーサルは、完全に行うことはできません。場当たり程度とお考えください。
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6. 本番スケジュール
・ 出演日時は、ガイドブックを参照ください。演目の組み合わせを考慮し、事務局側で決定いたしました。
・ 控室入り時間は、出演時間の 30 分前です。
・ メイク・着替え・道具・楽器等の準備を済ませ、本番 10 分前には、必ず出演者がスタンバイするように
してください。
・ 楽器・小道具等のセッティングは、開場前の時間内で行ってください。
・ 終演後は、次の出演者のスタンバイおよび控室入りがあるため、速やかに着替え・撤収を行ってください。

・ 昼食・交通費の支給はありません。各自でご用意ください。

7. ステージ関係者入場方法について
・ 出演者・スタッフ等ステージ関係者につきましては、必ず「出演者・スタッフ等関係者名簿」を提出
していただき、受付で全員の氏名チェックをさせていただきます。万が一、リストに氏名の記載がな
い場合は、会場に入場できませんので、出演メンバーおよびスタッフの変更・追加が発生した場合は、
必ずご連絡ください。

8. ステージレイアウト・客席について
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ステージサイズ：W5,400mm×D3,600×H100～200mm
ステージ背面にはパネルもしくは白布が張られます。
客席数：50 席 その他立ち見席

・ 客席入れ替えおよび客席への誘導等は事務局側でもスタッフを配置しますが、
必ず、出展者側のスタッフも配置してください。
・ 客席入れ替えの際、各出展者によるチラシ・パンフレット等の販促物、催し案内等を配布する
ことができます。配布する場合は、出展者側で客席に人員を配置し、配布していただきます。

9. 事前打ち合わせについて
・ 事前打ち合わせを、zoom を利用して、各出展者と事務局側とで 5 月上旬に行います。
・ 日時については、事務局からご連絡し調整させていただきます。

10. 観客の集客と予約について
◆予約席
・東京キモノショーのウェブサイト

→イベントステージのページから予約も可能です。

・予約については、事務局主催のものを除き、出展者様で管理していただきます。
・ステージイベントごとに、客席 50 席のうち 30 席までは事前予約で提供することが可能です。
残り 20 席は当日席用として、当日の整理券対応になります。

◆当日席
・当日に 2 階受付にて整理券配布にて対応します。
・当日の申込みは午前中の催しだけ、入場時の混乱を避けるため 9：30 より整理券を発行します。
・それ以降は２時間前から受付横の専用スペースにて整理券を発行します。
28 日：10：45 から最初のステージが開始
29 日：11：00 から最初のステージが開始

◆客席入場におけるルール
・客席は入れ替え制

入場順は最初に出展者の予約の方が 15 分前から入場開始です。

そのあと 10 分前から当日整理券をお持ちの方の入場となり、それ以降は立ち見になります。
・一つのイベントが終わるごとに、客席は一度カラにします。
・客席に荷物を置いたりして、ずっと席を取っておくことはご遠慮いただきます。
・入れ替え時の 30 分のインターバルの間も、お休みどころとしてお席に座っていただくことは
できません。
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11. ステージ動画配信について
YouTube によるイベントステージ当日の配信を予定しております。
ライブ配信になるか、録画配信になるかは検討中です。
配信を希望されない場合、期間限定配信を希望される場合はお申し出ください。
配信後に配信を停止してほしい場合にも対応します。

12. 動画とスチール撮影について
・ 出展者様で撮影をする場合、スペースが限られているため、客席に着席し、周囲の方の迷惑とならな
い範囲での撮影に限らせていただきます。
・ 動画は、事務局が撮影したものは、2 台のカメラで撮影した動画を無編集でお渡しします。
・ 編集を必要とされる方は有料となりますが斡旋も可能です。
・ スチール写真は、記録用写真を撮影する予定ですので、数点お渡しすることができます。
動画のお渡しまでにお時間をいただきます。イベント終了後すぐに写真／動画を使用する予定
がある場合は、予めご相談ください。

13. 衣装などの搬出入について
・ 衣装などの搬入に配送を利用する場合は、次ページ以降の内容に従い、必ず搬入ラベルを目立つよ
うに貼ってください。
・ 配送での搬出については、会場内で配布している専用伝票を使用していただき、イベント終了後に
他の荷物と合わせて一括で出荷します。
・ すぐに発送を希望される場合は、必ずご自身で近隣のコンビニなどで発送してください。

14. その他
・ 公式サイト・SNS をはじめ広報物・会場内表示等、ステージ出展者／出演者として広報されます。
・ 不測の事態によるケガ・急病人が出た場合は、事務局の指示に従ってください。
・ 出展／出演者へのプレゼントなどの受け渡しに関しては、主催者側では一切お預かりできません。
・ ステージ出演における怪我、器物や衣服の破損・汚損について、実行委員会では一切の責任を負い
ませんのでご了承ください。
・ その他の事項については、「東京キモノショー」全体ルールおよび事務局の指示に従ってください。
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19）《イベントステージ》衣装・小道具の発送ついて
※ すべての搬入品は、到着日を「5 月 27 日午前」と指定し
佐川急便（推奨）、クロネコヤマトにて、下記へ発送してください。
＜送り先＞

〒103-0007
東京都中央区日本橋浜町 1 丁目 1-12
プラザマーム 2 階
東京キモノショー2022 会場
TEL／03-3865-7212

宛

※発送は［発払い］のみです。送料のご負担をお願いいたします。
※伝票の備考欄に【催事】東京キモノショー2022 と記載してください。

※搬入品が指定日に到着できない場合、各自で会場に直接搬入してください。
ただし、搬入日時は、5月27日の15時以降、もしくは28日、29日です。
※発送に際しては、次ページの搬入ラベルに指定項目をもれなく記入し、ダンボール上面と側面2面、
合計3か所にコピーして貼り、必ず佐川急便か、クロネコヤマトを使用して《上記宛先》に発送して
ください。

箱上部

箱側面

箱側面

※大きな荷物には十字に紐掛けをお願いいたします
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20）《イベントステージ》衣装・小道具搬入ラベル
※このページをコピーして切り取ってお使いください。
※太く、大きな文字で、もれなく、わかりやすく記入ください。

イベントステージ専用

東京キモノショー2022

ステージ衣装・小道具

出演日時
演目名
出展者名
担当者名
ダンボール

／

東京キモノショー2022

個口（合計数）

※5 月 27 日必着

ステージ衣装・小道具

出演日時
演目名
出展者名
担当者名
ダンボール

／

個口（合計数）
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※5 月 27 日必着

21）《キモノスタイル展》出展に際しての展示・注意点について
【展示会場】サンライズビル 2 階

ザ・グリーンホール

◆キモノスタイル展／トルソーでご出展の方
・ トルソーは、女性、男性、子供すべて［頭足なし腕手ありタイプ］と、車椅子用の 4 種です。子供
用のサイズは要相談。車椅子展示の方のみ［フレキシブル全身タイプ］をご利用いただけます。
詳細は 4 月 13 日（水）の説明会でご説明いたします。
・ きものは、本仕立て、仮絵羽(モデル仕立て含む)でご出品ください。
着装した場合、仮絵羽よりモデル仕立ての方が見栄えがいたします。
・ 帯に関しては、完全着装、２つ折りをして結びますので、ご了承ください。
九寸帯の場合は、仕立ててご出品ください。
・ 身丈が 160cm 未満の場合、おはしょりが短くなるか、対丈での展示となります。
・ 変わった帯結び、こだわりの着付け、コーデしたい小物があるなど特殊な展示をご希望の方は、
ご相談の上、わかりやすく詳しい写真を同梱してください。
・ 展示商品にお客様が触れないように、すべて「触らないでください」と表示をします。
・ 返送は佐川急便のため、発送する箱１つに対し１枚の佐川急便着払い伝票（事務局指定伝票）を
同梱してください。この指定伝票は返送用です。後日事務局より発送しますので、必ずお届け先
を記入の上同梱してください。
・ 返却が配送ではなく、持ち帰りをご希望の方は、明細リストの該当箇所に○をつけてください。

◆キモノスタイル展／大衣桁でご出展の方
・ きものは、本仕立て、仮絵羽(モデル仕立て含む)でご出品ください。
・ 帯（未仕立て可）は、必須ではありませんが、なるべくご出品ください。
・ 帯は、五尺の撞木に展示します。柄など見せたい部分をわかりやすく指定してください。
・ 帯締めや草履などの小物類のご出品はご遠慮ください。
・ 展示商品にお客様が触れないように、すべて「触らないでください」と表示をします。
・ 返却は佐川急便のため、発送する箱１つに対し１枚の佐川急便着払い伝票（事務局指定伝票）を
同梱してください。この指定伝票は返送用です。後日事務局より発送しますので、必ずお届け先
を記入の上同梱してください。
・ 返却が配送ではなく、持ち帰りをご希望の方は、明細リストの該当箇所に○をつけてください。
※トルソー、大衣桁ともに、出展品の発送はできるだけ佐川急便を使ってください。難しい方はクロ
ネコヤマト便でも構いません。 必ず【5 月 26 日午前中】指定で発送してください。
どうしても手持ちで！という方は下記担当に連絡の上、5 月 26 日 10 時～12 時の間に直接会場へ
お持ちください。

キモノスタイル展担当：木越 090-2337-5364
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◆キモノスタイル展／トルソーでご出展の方

トルソーナンバー

※１コーデにつき下記表を記入の上、コピーをして 3 枚 同梱してください。
※トルソーナンバーは、後日、個別にご連絡いたします。
掲示パネル表示名

会社名

担当者名

携帯電話番号

＊5/26～30 まで連絡のとれる担当者、電話番号でお願いします
お申し込みされたトルソーの種類に○をつけてください

レディーズトルソー

メンズトルソー

子供用トルソー

フレキシブル（車椅子のみ）

●トルソー出品展示品／明細リスト
出展品を確認し□にレをつけてください。
展示品

★印は必ず同梱してください。

種類・数量

●選択項目は○をつけてください

オプション小物展示品

種類・数量

□★きもの

種類／

□履物（草履、ブーツなど）

□★帯

種類／

＊裏面に名前を貼ってください

□帯締め

本数／

□帯留め

□帯揚げ

枚数／

＊紛失を防ぐため帯締めにテグスで留めてください

□★腰紐（記名入り）4 本

本数／

□バッグ

□帯枕（記名入り）1 個

個数／

＊名前を書いて中に入れてください

□★帯板（記名入り）1 枚

枚数／

□帽子（記名入り）

個数／

□★衿芯（記名入り）1 本

本数／

□髪飾り（記名入り）

個数／

□手袋（記名入り）

個数／

□傘（記名入り）

本数／

□袴（その他

）

その他

数量

□★明細リスト（本紙）

３枚(１コーデにつき)

□★汚れ申告書

１枚(１コーデにつき)

個数／

個数／

□その他（記名入り）

【小物類の展示について】
小物にテグスを通せるループやタグがあれば対応可能で

□★事務局指定佐川着払い伝票
＊お届け先を記入してください

種類／

１枚(１箱につき)

す。テグスを通せるところがない場合は、お送りいただ
いても対応できない場合がございます。ご了承ください。
選択事項

●半衿についてどれか一つに〇をつけてください

出展者の半衿

●展示品の返却についてどちらか〇をつけてください

配送を希望します

／

主催者の白半衿
／

／

半衿なし

持ち帰ります

※ 白以外の半衿を使用する場合「美容衿または半襦袢等に」半衿を縫い付けた状態で梱包してください。
縫い付けていない半衿単体では着付けられません。その際は白半衿に変更させていただきます。
※ 白半衿の場合は「たかはしきもの工房」より提供の「うそつき衿」を使用します。
※ 着付けに必要な着付け小物で足りないものがある場合、実行委員会で補充いたします。その分については後日請求させていただきます。
※ 変わった帯結びなど、こだわりの着付けの方は、わかりやすく詳しい写真を同梱してください。

〈事務局記入欄〉

着付師名：

梱包者名：
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◆キモノスタイル展／大衣桁でご出展の方

大衣桁ナンバー

※１コーデにつき下記表を記入の上、コピーをして ３枚 同梱してください。
※大衣桁ナンバーは、後日、個別にご連絡いたします。

掲示パネル表示名

会社名

担当者名

携帯電話番号

＊5/26～30 まで連絡のとれる担当者、電話番号でお願いします

大衣桁出品展示品／明細リスト
出展品を確認し□にレをつけてください。★印は必ず同梱してください。●選択項目は○をつけてください
展示品
□★きもの

種類・数量
種類／

□帯
□★明細リスト（本紙）

３枚(１コーデにつき)

□★傷・汚れ申告書

１枚(１コーデにつき)

□★事務局指定着払い佐川伝票
＊お届け先を記入してください

１枚(１箱につき)

●展示品の返却についてどちらか〇をつけてください

配送を希望します

／

持ち帰ります

※ きものは、本仕立て、仮絵羽(モデル仕立て含む)でご出品ください。
※ 帯（未仕立て可）は、必須ではありませんが、なるべくご出品ください。
※ 帯は、五尺の撞木に展示します。柄など見せたい部分をわかりやすく指定してください。
※

帯締めや草履などの小物類のご出品はご遠慮ください。

〈事務局記入欄〉 着付師名：

梱包者名：
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キモノスタイル展

出展品の傷・汚れ申告書

開梱の際、傷や汚れのチェックをしております。必ず下記の図に場所とその状態がわかるように記入してください。
汚れがない場合は、なしに○をつけてください。

この他に見つかりました傷や汚れに関しては、確認のため、

５月 26～30 日に電話にてご連絡いたします。複数出展の方はコピーをして 1 コーデ 1 枚でご提出をお願いいたします。
全員必ず記入し、出展品に同梱してください。

掲示パネル表示名

会社名

5/26～30 に連絡がつく担当者名

携帯電話番号

※下記の図にはない出展品（小物類、打掛など）にも汚れや傷があるものはわかりやすく記入してください

傷・汚れ ： あり ／ なし 〇をつけてください
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22）《キモノスタイル展》お知らせとお願い
◆ 着付けについて
・ 展示品の着付けはこちらで行いますが、念のためご希望を伺います。キモノスタイル展専用の搬入ラ
ベル内の着付けの欄で、［主催者に依頼します］［出展者が着付けます］のどちらかに大きく○をし
てください。
・ 出展者様ご自身での着付けを希望した方は、5 月 27 日 10 時～12 時で着付けをお願いいたします。

◆ 掲示パネルについて
・ トルソーと大衣桁の前にハガキサイズのパネルを置きます。 統一デザインでナンバー、コーディネー
ト名、御社名またはブランド名、QR コードを記載します。 QR コードを読み込むとコーディネート
説明や価格情報、出展者リンクなどへ飛ぶシステムにいたします。 パネル情報（QR コード内情報を
含む）はパネル情報入力フォームよりご入力ください。締切は 4 月 30 日（土）です。 なお、その際、
コーディネートの写真（出展品の写真）も提出していただきます。

パネル情報入力フォームはこちら
問い合わせ：キモノスタイル展担当：木越 090-2337-5364

1. 販促ツールについて

・今年度は販促ツールを展示会場内に置かず、入り口の受付近辺に販促ツールコーナーを設けます。
フライヤーを置きたい方は A4 サイズ以下の紙媒体を 1 種 200 部ほど置けますので、出展品と一緒に
同梱してください。 会期内途中での補充や終了後の余り分の返送はできませんのでご了承ください。

2. 展示商品の販売について
・ 展示品に販売価格がある場合は、QR コード内のページにて記載可能です。
・ 東京キモノショーでの販売、または販売のお手伝いはいたしません。お客様とのお取り引きは責任を
持って直接おこなってください。

3. 展示商品の返却について
・ 5 月 30 日（月）佐川急便着払いにて出荷いたします。
・ 展示商品はアイロンをかけずに返却いたします。ご了承ください。
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23）《キモノスタイル展》出展展示品の発送ついて
※すべての搬入品は、到着日を 2022 年《5 月 26 日午前》と指定し
佐川急便（推奨）、クロネコヤマト便にて下記まで発送してください。
＜送り先＞

〒103-8470
東京都中央区日本橋富沢町 11-12
サンライズビル 2 階 ザ・グリーンホール
東京キモノショー2022 会場
TEL: 090-2337-5364

宛
担当：木越

※発送は［発払い］のみです。送料のご負担をお願いいたします。
※伝票の備考欄に
【催事】東京キモノショー2022 キモノスタイル展 と記載してください。

※搬入品が指定日に到着できない場合、各自で会場に直接搬入してください。
ただし、搬入日時は、５月26日10時～12時です。
※発送に際しては、次ページの搬入ラベルに指定項目をもれなく記入し、ダンボール上面と側面2面、
合計3か所にコピーして貼り、必ず佐川急便か、クロネコヤマトを使用して《上記宛先》に発送して
ください。

箱上部

箱側面

箱側面

※大きな荷物には十字に紐掛けをお願いいたします
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24）《キモノスタイル展》搬入ラベル
※このページをコピーして切り取ってお使いください。
※太く大きな文字でもれなくわかりやすく記入してください
※トルソーナンバー、大衣桁ナンバーは、後日、個別にお知らせいたします。

キモノスタイル展専用

東京キモノショー2022

キモノスタイル展
トルソー・大衣桁ナンバー

掲示パネル表示名
＊ブランド名などお客様に
掲示したいお名前

会社名

5/26 午前必着！

担当者名
着付け＊選んでください
ダンボール

主催者に依頼します
／

東京キモノショー2022

／ 出展者が着付けます
個口（合計数）

キモノスタイル展
トルソー・大衣桁ナンバー

掲示パネル表示名
＊ブランド名などお客様に
掲示したいお名前

会社名

5/26 午前必着！

担当者名
着付け＊選んでください
ダンボール

主催者に依頼します
／
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／ 出展者が着付けます
個口（合計数）

25）《ワークショップ》
ワークショップは下記 12 プログラムとなります。（順不同）

・KICCA パーソナルカラー診断（一般社団法人きものカラーコーディネーター協会）
・KICCA ひいな紙の着物色遊び（一般社団法人きものカラーコーディネーター協会）
・白檀のお香と水引アクセサリーづくり（香紡縁）
・選んで作るビーズの羽織紐ワークショップ（普段きものとハンドクラフト 和ゴコロくらぶ）
・着付けできなくても着物が趣味！を実現します（matou 着物シェアリング）
・絹糸で作る可愛いアクセサリー（あやゆき）
・がま口の新ジャンル「縫わないがま口」（ココワークス）
・「顔タイプ着物診断」による着物の着こなし提案（着物スタイル協会）
・ガラスビーズ帯留め作りと半幅帯結び「志香巻」（志香きもの学院協会）
・羽二重のつまみ細工で作るブローチ（戸村商店）
・「着物で楽しむふろしき」基本～活用編（彩つつみ）
・しじみで作る「縁結び」アクセサリー（しじみちょう）

1. 開催日時
5 月 28 日（土）、29 日（日）ともに 10:00～18:00

2. 開催場所
田源ビル２階（中央区日本橋堀留町 2-3-8）
最寄駅：小伝馬町駅 徒歩 3 分 / 人形町駅 徒歩 4 分 / 馬喰横山駅 徒歩 5 分 / 三越前駅 徒歩 7 分

3. 備品、および電源について
・ ワークショップの１ブースサイズは、幅 180cm、奥行 90cm 高さ 70cm のテーブル 2 台、
スタッキングチェア６脚程度が入るスペースです。
・テーブルや椅子などは別途レンタル、またはご自身でご用意ください。
レンタルをされる方はレンタルリスト・注文表に記載し注文をお願い致します。
東京キモノショー終了後にご請求書をお送りします。
・ お持ち込みいただく備品は上記スペース内に収めてください。
・ 火気取扱、スプレー、その他危険物の使用や持ち込みは禁止です。
・ 電源を使用する場合は、合計 1500W 以内でお願いします。

4. 搬入・搬出、および会場への出入りに関して
・ 搬入：5 月 27 日（金）13 時～17 時、もしくは 28 日（土）9 時～9 時半
・ 搬出：5 月 29 日（日）19 時までに完全撤収
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・ 手持ちで搬入搬出される方
上記期間内にご準備をお願い致します。
・ お荷物を郵送される方
搬入品を郵送される方は、5 月 27 日（金）午前中必着で
田源ビル 2 階（中央区日本橋堀留町 2-3-8）までお送りください。
発送は発払いのみです。送料はご負担ください。
指定日に到着できない場合、各自で会場に直接搬入してください。
搬出時は 5 月 30 日（月）に発送します。佐川急便を利用した着払いでお戻しが可能です。

5. ワークショップの予約・受付について
・「東京キモノショー2022」サイト・ワークショップページには順次掲載を進めています。
ご指定いただいた予約受付のご連絡先にリンクを貼る形としています。
予約スタートはご都合の良いタイミングで進めていただいて構いません。
・ 予約管理、当日の参加受付、金銭授受など、ワークショップ中における実行委員によるサポートはご
ざいません。出展者様にてご対応をお願いいたします。(当日参加を希望されるお客様もいらっしゃる
ため、整理券を用意するなど対応していただけるとスムーズです)

6. その他、注意事項
・ お客様からワークショップ内容に関してお問い合わせがあった場合は、出展者様より回答ください。
・ ワークショップ開催中の怪我、器物や衣服の破損・汚損については、実行委員会では一切の責任を負
いませんので、ご了承ください。
・ 受講者やその他来場者との間で発生するトラブルついて、実行委員会では一切の責任を負いません。
・ ワークショップ中に発生したゴミ・不要品は各自お持ち帰りください。

7. 公式ガイドブック・スタンプラリーについて
スタンプラリーのページをご覧ください。

8. 緊急連絡先
東京キモノショー2022 実行委員 ワークショップ担当：岡本英子
TEL：090-9015-8626
Mail：ws@tokyokimonoshow.com
LINE：@rnv8024t、または下記 QR コードを読み取ってください（香紡縁アカウント）
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26) 《ワークショップ》搬入品の発送について
※ すべての搬入品は、到着日を「5 月 27 日午前」と指定し
佐川急便（推奨）、クロネコヤマトにて、下記へ発送してください。
＜送り先＞

〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町 2-3-8
田源ビル 2 階
東京キモノショー2022 会場

宛

TEL／03-3661-9351
※発送は［発払い］のみです。送料のご負担をお願いいたします。
※伝票の備考欄に【催事】東京キモノショー2022 と記載してください。

※搬入品が指定日に到着できない場合、各自で会場に直接搬入してください。
※発送に際しては、次ページの搬入ラベルに指定項目をもれなく記入し、ダンボール上面と側面2面、
合計3か所にコピーして貼り、必ず佐川急便か、クロネコヤマトを使用して《上記宛先》に発送して
ください。

箱上部

箱側面

箱側面

※大きな荷物には十字に紐掛けをお願いいたします
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27) 《ワークショップ》搬入ラベル
※このページをコピーして切り取ってお使いください。
※太く大きな文字で、もれなく、わかりやすく記入してください。

ワークショップ専用

東京キモノショー2022（ワークショップ）
到着日

5 月 27 日 午前中指定

出展者名
ダンボール

／

個口（合計数）

東京キモノショー2022（ワークショップ）
到着日

5 月 27 日 午前中指定

出展者名
ダンボール

／
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個口（合計数）

28）緊急時の対応について
1. 急病人を発見した場合
・ 発見者が生命に関わるような緊急と判断した場合、直接119番に電話し、各会場の受付に連絡してく
ださい。

2. 生命に関わるような緊急事態でないと判断した場合
・ 各会場の受付に連絡してください。

3. 嘔吐などで、会場が汚れた場合
・ 感染を防ぐため近寄らず、清掃もせず、近くのスタッフと協力して安全を確保し、来場者の対応を
お願いいたします。同時に各会場の受付に連絡してください。
4. 火災、地震の場合
・ 火災発生時、連絡を受けた時点ですべての作業を止め、慌てず館内アナウンス、スタッフの指示に従
ってください。
・ 地震発生時、落下物、転倒しやすいものから離れ慌てずスタッフの指示に従ってください。建物は
耐震構造となっております。むやみに逃げ出したりせずに、慌てずに館内アナウンス、スタッフの指
示に従ってください。

5. その他
・ 車椅子、ベビーカー、盲導犬、介助犬での入場は可能です。お困りの様子でしたら対応しますので、
下記緊急時連絡先のいずれかに連絡してください。
・ バリアフリーの導線は、（1階からエレベーターをご案内ください）
・ その他、お困りの様子であれば、積極的にお手伝いをお願いいたします。

※緊急時連絡先
本部プラザマーム：中野 090-3246-5931
髙橋

090-4559-2370

キモノスタイル展：細野 090-8850-0549
大原

090-3057-9660

ワークショップ ：岡本

090-9015-8626

東京キモノショー2022 実行委員会
初版 2022.04.11
更新日 2022.05.05
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