
はじめに

東京ギフト・ショーとは？
42年に渡り開催されているパーソナルギフトと生活雑貨の国際見本市「東京インターナショナル・ギフト・ショー」は、東京ビッグサ
イト全館を使用し、出展社数2,400社、来場者数20万人の規模で開催される、日本最大規模のトレードショー（商談見本市）です。開催
は、今回で85回（年2回開催）となります。出展社は、文具・玩具・アパレル・服飾雑貨などあらゆる商材のメーカーや商社、来場者は
メーカーの商品開発・デザイン担当者、小売業のバイヤー、版権や媒体ビジネスに携わるライセンサー、出版社・食品・外食産業を中
心に構成されています。

ギフト・消費財マーケットでは、イラスト、キャラクター、デザイン、動画を使った付加価値の高い商品が人気を集めています。

そのような中で東京ギフト・ショーの「ARTIST VISION」は、イラストレーターやデザイナーの力をプラスすることによってさらに新

しいもの、価値の高いものを生み出していただく商談の場として18回目の開催を迎えます。

「ARTIST VISION」は、イラストレーター、グラフィックデザイナー、絵本作家、キャラクター・デザインなど出展アーティストが、来場

者・出展社と商品開発やライセンスビジネスなどの商談を行う展示会です。「最近では、この会場を目指してご来場いただく方や

メーカーの出展ブースでも作品・デザイン・プロパティが使われた製品の展示を見かけることが増えてまいりました。今回もご参加

いただきます皆様にとりましてご成果が大いに期待できます。」会場で出会える多くの来場者や出展社から皆様のビジネスパート

ナーとなる方を見つけてください。この機会に是非、「ARTIST VISION」にご出展ください。

株式会社ビジネスガイド社　ギフト・ショー事務局

出 展 の お す す め

開催までのスケジュール
11/10（金）

11/中旬

11月下旬

12月上旬

12月下旬

2/6（火）

申し込み締め切り

出展審査会、審査結果とご案内通知

オプション締め切り・請求書発行

出展料金納入締め切り

ブース位置決定、図面・マニュアル等 送付

出展社会場搬入

開催概要
名　称 ： 「ARTIST VISION」 〜 ILLUSTRATION & GRAPHIC 〜

　　　   （第85回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2018内開催）

会　期 ： 2018年2月7日（水） 8日（木） 9日（金）

会　場 ： 東京ビッグサイト 東展示棟

規　模 ： 30ブース予定

出展料　Type-A：￥113,400（税込）,Type-B：￥68,040（税込）　

サイズ　Type-A：2.0m（間口）+ 1.0m（奥行）+ 2.7m（高さ）

　　　　Type-B：1.4m（間口）+ 1.2m（奥行最深部）+ 2.7m（高さ）

申込書／経歴書

展示予定内容を提出（ （

※審査結果が届かない場合はご連絡ください。

※スケジュールは若干前後する場合があります。
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出展のメリット

【その他に】

●多様なジャンルの業界との取り引き・関わりを持つことができます。活躍に幅が出ます。

●事務局から招待状の発送、メルマガなどを通じ有力来場者を誘致

●ギフト・ショーホームページ内に特設ページ「ARTIST ファイル」を開設。また会場ではバイヤーズガイド

　と案内紙をそれぞれ配布。毎回多くの方にご活用いただいております。

●会期中に行う相談会の開催やプレスルームや記者発表でメディアへの紹介など強力なサポートやプロ

　モーションを行います。

●「ARTIST VISION」ではご出展の皆様がより多く、より有効に作品展示、表現していただけることに重点を

　置き、ディスプレイに自由度の高い木工パネル（経師紙貼り）を採用。ライブペインティングも可能です。

●事務局では快適な出展環境を創ることに力を注いでいます。

様々な分野のメーカー、小売業でデザインや企画・制作に携わる方々
が来場しますので効率よくご自身をアピール。商談ができます！

イラストレーター

グラフィックデザイナー

絵本作家

キャラクター・雑貨デザイナー

レターセット、ペンケースの商品化

Tシャツやバッグのプリント、デザインに採用

ぬいぐるみやキャラクター人形への商品化

絵本の発売、刊行物の挿絵の依頼

パッケージ・包装のデザイン、商品の買い付け

コラボレーションやライセンスビジネス

販促、キャンペーン、店舗・内装のデザイン依頼

【普段中々会えないグッズ・デザイン・ライセンスの
　　　　　　ビジネスに関わる様々な業種の来場者・出展社との出会い】

文具メーカー

服飾関連メーカー

玩具メーカー

出版社

小売業

ライセンサー・版権管理会社

外食産業・コンビニ・飲食店

ARTIST VISION 出展社 会場の来場者・出展社 例えばこのような商談ができます。

※関連性の近いフェ
アで周辺が構成さ
れる予定です。

※この他、服飾・生活
雑貨・食品の企業が
多数出展。

東2ホール 東1ホール東3ホール
東8ホール

東7ホール

入口

周辺フェアの出展社・来場者とビジネスでつながります。
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★： ARTIST VISION

A： ヤングファッション＆キッズスタッフフェア

B： ステーショナリー＆ペーパーグッズフェア

P： アニメ・コミック＆キャラクターライセンスフェア

T： IT関連エンターテインメントグッズフェア

J： おしゃれ雑貨＆レザーグッズフェア

K： アパレルファッションフェア など

I： 生活雑貨フェア

GDS：
グルメ＆ダイニング
スタイルショー

東6ホール 東5ホール 東4ホール



●ブースサイズ

 ・ Type-A：2.0m（間口）+ 1.0m（奥行）+ 2.7m（高さ）=2㎡　　・ Type-B：1.4m（間口）+ 1.2m（奥行最深部）+ 2.7m（高さ）=約1.2㎡

●基本設備等

 ・ 三面木工パネル（白）・照明 クリップ式 白色スポットライト［省電力タイプ］+ 2灯　　・ 床 パンチカーペット（出展社様色指定）・社名板・パイプ椅子1脚

※ Type-Aは角小間（コーナーブース）にも通路側袖パネルがつきます。　　　※ Type-Bの社名板はパネル右最上部に取り付け。

※ パネルには細いピン、小さい釘、弱粘性のテープは使用可

※ 各種レンタル什器もご用意しております。（別途有料）

※ 白色スポットライト［省電力タイプ］は22Wの消費電力でスポットライト100W相当の明るさです。

出展規定・ブースサイズ・基本設備/オプション

・ クリップ式白色スポットライト［省電力タイプ］ ・ アーム式白色スポットライト［省電力タイプ］

角度調整可能

30〜50cm

小間の壁面から
約30〜50cm
内側に腕が伸
びています。

●オプション（金額は全て税込）

900
450

800

▲Type-Aレイアウトイメージ

▲Type-Bレイアウトイメージ

・壁面色指定　Type-A：1小間 ￥6,700　2小間 ￥10,100　

  　　　　　　 Type-B：1小間 ￥4,000

・オプション A　壁面用展示棚（2枚1組）

　　W：2,000　￥10,480

　　W：1,000　￥ 6,480

1
,1

0
0

1
,4

0
0

基本色は白 

2,000

クリップスポット
計2灯

Ｗ1000xH2700

社名板
Ｗ400xH250
スチレン・両面

パンチカーペット

パイプイス
1脚

2000
1000

2700

クリップスポット
計2灯

Ｗ1000xH2700

社名板
Ｗ400xH250
スチレン・両面

パンチカーペット

パイプイス
1脚

2700

≒1450

500

1000

・オプション B

受付カウンターA　￥ 6,480 

（サイズ： W900+ D450+ H800）

・オプション C-1　500W コンセント（2個口）　￥ 6,200

・オプション C-2　1000W コンセント（2個口）　￥ 8,800

・オプション C-3　クリップ式白色スポットライト追加　1灯につき　￥ 6,200

・オプション C-4　アーム式白色スポットライト追加　1灯につき　￥ 7,200

Type-A Type-B
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よくある質問

会場で使用する什器・備品について教えてください。

審査後にご案内させていただくリースのオプションをご注文いただけます。ミニテーブル、壁面用展示棚が多くご注文

いただいております。　もちろんご自身でお持込いただいても構いません。

搬入出日（火・金曜日）のみ無料で車輌待機場が利用できます。（要車輌申請）

ブースでお渡しできる制作物について教えてください。

名刺は、100 名以上の方と交換いたしますので相当数ご用意ください。

他にはポストカードやフライヤーを配布される方が多く、1,000 枚程であれば足りるのではないでしょうか。

コンテストに参加できますか
コンテストによっては自身のブランドで仕入に対応
できる生産体制にあるグッズであればエントリーが
可能です。エントリー費用は不要です。

ギフト・ショー事務局では、各出展社様へ様々なプ

ロモーションをご案内いたします。出展効果を高め、

より多くアピールをしていただけます。

初めて出展をするのでわからないことが多いのですが

出展が決定になってからお送りする資料によく頂くご質問やショーの概要、ブースパネルのサンプルをを同封させてい

ただきますのでご覧ください。

ご質問には随時、ご対応させていただきますので担当者まで何なりとお申しつけください。

尚、前回までございました初回出展の方向けの説明会は今回より行いません。

注意事項
●作成者ご本人がブースに立つことが出展条件となります。

●有効に商談を進めていただくため次の出展形態は認められません。

　 ・ 団体出展  ・ ブースに人のいない展示のみの出展 

 　・ ビジネス経験の無い方の出展

●出展に際しては、審査を行います。

●版権管理会社様のご出展フェアは、アニメ・コミック＆キャラクタ

　ーライセンスフェア（フェア記号：P）となります。

●Type-Aは1小間2名様まで、Type-Bは1小間1名様まで、とさせて頂き

　ます。

●出展小間位置は、主催者で決定いたします。（12月下旬）

●バイヤーズガイドにはお申込記載内容のうち申込書内の出展名、所

　在地、TEL、主な出展内容、経歴書内のアーティスト名、所在地、TEL、

　E-mail、URLを掲載いたします。

●現状回復

　出展社又は出展社の委嘱を受けた者が会場内に工作を施したとき

　は、出展物撤去時間内に完全に現状回復していただくことが基本と

　なります。ただしARTIST VISIONは壁面が経師貼りのため、壁紙の

　剥がした跡が残っていても構いません。

●作品・出展物の保管

　主催者は会場及び出品物の管理保全について善良な管理者の注意

　をもって万全を期しますが、天災、火災その他不可抗力の損害に対

　しては、その責任は負いません。

　主催者は作品・出展物その他物件の盗難、紛失、失火、損傷、その他会

　場内で発生した事故に対して出展社の損害は賠償しません。

　出展社は毎日閉場後に小間内を清掃してください。盗難予防のため

　置いてある作品、出品物にはクロスをかけてご退出ください。

●来場者との商談

　展示会会期中および会期後の出展社と来場者間における商談・契約

　内容などに関して主催者はその責任を一切負いません。

●出展社は割り当てられた小間の全部又は一部を有償無償問わず

　第三者に譲渡、貸与もしくは、相互交換する事はできません。

●インターナショナル・ギフト・ショーは商談の場であり、即売を含

　む一切の現金のやり取りが禁止されています。会場でそれが発見

　された場合は出展取り消しとなり出展料金は返却されません。

●主催者はいかなる理由においても、出展社およびその雇用者・関

　係者が展示スペースを使用することによって生じた人および物

　品に対する傷害・損害などに対し、一切の責任を負いません。

●出展社はその従業員・関係者・代理店の不注意などによって生じ

　た展示会場内およびその周辺の建築物・設備に対するすべての損

　害について、ただちに賠償するものとします。

●主催者は、天災、その他不可抗力の原因により会期の変更・開催の

　中止によって生じた出展社および関係者およびの損害は補償し

　ません。

●主催者は自然災害・交通機関の遅延・社会不安などによって生じ

　た出展社および関係者の損害は補償しません。
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※ 上記の内容はそのままガイドブック、WEBサイト・アプリの原稿になります。

※ この名称が、ガイドブック、Web、会場図、社名板、招待状に掲載されます。

印

■連絡先・事務局からの書類送付先（必ずご記入ください）

①ARTIST VISION申込書　（株）ビジネスガイド社　事業部　行 　　　 　年　 　月　　 日

　　　　　 （株）ビジネスガイド社　インターナショナル・ギフト・ショー事務局
〒111-0034 東京都台東区雷門2-6-2ぎふとビル TEL：03-3843-9851 FAX：03-3843-9850 E-mail：zaitsu@businessguide-sha.co.jp

※ご記入いただきました個人情報は、本見本市の運用をはじめ、各種情報のご提供、アンケートのご依頼及びビジネスガイド社からのコンタクトなどに利用させていただく場合があります。
　（株）ビジネスガイド社の個人情報の取り扱いについては弊社WEBサイトで公表しているプライバシーポリシーに基づき利用・管理されます。
　http://www.giftshow.co.jp/aboutus/privacy.htmをご覧ください。

出展名（個人名・ユニット名等）

小間数A・B

カナ（上記が漢字の場合）

※会社名ではご出展いただけません。

フリガナ

〒

〒

英文
（出展名が英文の場合不要）

所在地

ブース
Type

TEL

URL

TEL

主な出展内容

和 

文

英 

文

E-mail（担当）

住所

FAX MOBILE

http://www.giftshow.co.jp/tigs/artistvision/

事務局
使用欄

85TIGS

※出展に際しては審査がございます。 ※出展経験のある方でも資料は毎回必要になります。（ない場合は審査対象外）

お問合せ先 
書類送付先 財津宛

どちらかに○

氏　　名

フリガナ フリガナ

会社・団体名

42文字

63文字

出展のおすすめ各条項・出展規程を了承し、①ARTIST VISION申込書②経歴書③展示予定・作風がわかる作品やグッズなどの
画像を添え、第85回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2018ARTIST VISIONに上記の小間で出展を申し込みます。
※お申込みに際しては上記書類①～③を郵送または、E-mailにてお送りください。（既存出展の方も①～③全て必要）
※E-mailの場合は、各書類をPDF又はJPG（A4サイズ）で添付、お送りください。（文章内に貼り付け、埋め込みは不可）

社外秘
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②経歴書（2名様でご出展の場合、1枚ずつご提出ください。コピーでご対応ください。）

主要取引先

主要販売先

活動開始年
または設立年

業務内容

主な取扱品目

作品へのおもい

こだわりetc

取引を希望している相手先

（業種・企業名）

他の展示会・個展
コンテスト受賞実績

団体・グループ所属/出身校etc

　　　　　 （株）ビジネスガイド社　インターナショナル・ギフト・ショー事務局
〒111-0034 東京都台東区雷門2-6-2ぎふとビル TEL：03-3843-9851 FAX：03-3843-9850 E-mail：zaitsu@businessguide-sha.co.jp

http://www.giftshow.co.jp/tigs/artistvision/
お問合せ先 
書類送付先 財津宛

※ この名称が掲載されます。

アーティスト名
(出展名と同じ場合でも記入)

カナ（上記が漢字の場合）

フリガナ

〒

英文
（アーティスト名が英文の場合不要）

所在地

TEL FAX MOBILE

E-mail 

※ 上記の内容はそのままガイドブック、WEBサイトの原稿になります。

主な出展内容

和 

文

英 

文

42文字

63文字

事務局
使用欄

85TIGS

URL

※ご記入いただきました個人情報は、本見本市の運用をはじめ、各種情報のご提供、アンケートのご依頼及びビジネスガイド社からのコンタクトなどに利用させていただく場合があります。
　（株）ビジネスガイド社の個人情報の取り扱いについては弊社WEBサイトで公表しているプライバシーポリシーに基づき利用・管理されます。
　http://www.giftshow.co.jp/aboutus/privacy.htmをご覧ください。

年
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③出展内容がわかる画像資料 □画像データを添付 □書類と同封
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