
お申込み受付締切
2022年８月３１日（水）

【お問い合わせ】
テーブルウェア・フェスティバル実行委員会事務局

住所：〒112-8575　東京都文京区後楽1-３-61　株式会社東京ドーム
TEL：03-3817-6239　FAX:03-3817-6238

E-mail：twf@gms.tokyo-dome.co.jp
担当：山中・向井



「テーブルウェア・フェスティバル～暮らしを彩る器展～」は、多くの関係者と器を愛する皆様のご協力に支えら
れながら、2020年まで28年にわたり東京ドームでの開催を実施し、コロナ禍による2021年のオンライン開催
も含め、食文化の向上を目指す生活提案型の文化催事として、ご来場いただくお客様、関係業界はもとより、各
方面から高い評価をいただいて参りました。そして、2年振りのリアル会場での展開となった2022年では、新
型コロナウイルス感染症対策を含む東京ドーム大規模改修工事によって3会場に分散しての開催となりました。
コロナ禍以前の日常にはまだ及ばず、人々が自分流の生活環境を求め、新しい感覚で空間を楽しむようになって
きている今日、「感性豊かな潤いのある生活提案」を趣旨とした本催事は、更なる発展を目指して参ります。

【2020年開催時の様子】
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テーブルウェア・フェスティバル2023～暮らしを彩る器展～

テーブルウェア・フェスティバル実行委員会

株式会社東京ドーム、株式会社ジェイアール東日本企画、株式会社NHKアート

★主催者展示コーナー★協賛社展示コーナー★販売展示コーナー★特設ステージ★特設オンライン会場　等予定

東京ドームおよびオンラインイベント

以上予定

2023年1月27日(金)～2月5日(日)　10日間　10:00～19:00（予定）
※初日は11:00から、最終日は18:00まで
※オンラインイベントは1月27日～2月28日まで閲覧可　（ショップギャラリーは1月20日より掲載予定）

約25万人

50０万PV（オンラインイベントのみ）
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入場券 2,500円（税込）前売入場券2,300円(税込)
※小学生以下は無料。ただし大人の付き添いが必要。
※オンラインイベント入場料込み。(なお、別途オンラインイベント単独チケット500円(税込)の販売も予定) 



2020年以来、３年振りとなる東京ドーム会場での開催が決定いたしました。

また、1993年からスタートした当イベントは今回、３０回目の節目を迎えます。

テーブルウェア・フェスティバル2022に続き、リアル会場とオンライン会場を連動させた展開を
行います。オンライン会場では、会場展示をよりお楽しみいただくための、産地やブランドの取材
コーナー、ショップギャラリーやステージの配信を実施予定です。２５万人以上のお客さまが会場
や時間・場所を選ばず、オンライン上でより深くイベントを楽しんでいただけるサイトを制作します。

東京ドーム会場 オンライン会場

※画像は開発中の物となります 4
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2月28日

オンラインイベント【有料】
　※オンラインイベントへの入場料は、会場へご来場いただくための入場券の料金に含まれており、
　　 全ての来場者にご入場いただける仕様となります。（オンライン単独券も別途販売）

26日
2023年
1月20日

搬入日
(1/26)

公式ホームページ（イベント紹介・チケット販売等）【無料】

会場出展

オンライン

出展者紹介ページ（ショップギャラリー）　　※無料閲覧エリアでの掲載となります。

27日 2月5日

オープニングセレモニー
内覧会

9:15～11:00(1/27)

一般公開　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※11:00～19:00(1/27)　　　　　　　

10:00～19:00(1/28～2/4)　
10:00～18:00(2/5)

6日

搬出日



｢My Style セレクション｣はこれまで多くのクリエーターに参加していただき、来場者の注目を集めるコーナーとして成長いた
しました。

このコーナーは本催事の中心となる主催者展示コーナーに位置し、オリジナリティあふれる商品のＰＲや新しい使い方の提案な
どを来場者に向けて情報発信をすることができます。
　
来場者に直接作品を手にとっていただくことで、来場者とのコミュニケーションが図れ、ファンを作れる首都圏のプロモーション
場所としての活用ができます。

また、商品や作品を通して来場者にテーブルセッティングやテーブルディスプレイの提案をしながら、予約販売が可能なコー
ナーとなります。

※購入された商品につきましては後日配送をしていただきます。来場者にその場でお渡しすることや現金での販売はできませ
　 ん。（クレジットカード・電子決済等での予約販売は可能）

My Style セレクションとは

【2020年コーナーの様子】
※今回のブース仕様とは異なります。

【2021年コーナーの様子】
※今回の会場とは異なります。

【2021年コーナーの様子】
※今回の会場とは異なります。
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開催時間：１０：００～19:00
※初日は11:00から、最終日は18:00まで

出展料金:132,000円（税込）／1小間

会　　　場：東京ドーム

開催日程 2023年1月２７日(金)～2月５日(日）【１０日間】　　

ブースサイズ・・・ 間口約2,000mm×奥行 1,000mm×高さ約2,４00 mm

※会場全体のレイアウト変更に伴い、コーナーの位置は2020年と異なる可能性があります。

入場券・・・１小間あたり15枚ご提供いたします。

　　※オンラインイベントもご入場いただけます。

内覧会入場券・・・１小間あたり5枚

※１枚につき２名までご入場いただけます。

オンライン管理コード・・・５アカウント

出展者紹介ページ・・・公式ホームページへの掲出及び有料オンラインサイトにショップギャラリーコーナー

を設置し、出展者ごとに紹介ページを掲載します。

　※掲載のイメージは（P.11～P.12）にてご確認ください。

出展者入館証・・・１小間あたり４枚ご提供いたします。

基本ブース仕様・・・詳細はP.8を参照
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37小間



　【基本ブース仕様】

ブースサイズは、間口約2,000ｍｍ×奥行約1,000ｍｍ×高さ約2,４00ｍｍです（１小間約2㎡）　

※但しサイドパネル（仕切パネル）は、奥行1,000ｍｍに対し奥から４９５ｍmまでです。

ブースはシステムパネルを使用いたします。システムパネルの色は黒となります。

隣接するほかの出展者との境界線上に仕切りパネルを設置します。（奥行４９５×高さ2,４00mm）

表示には社名看板、照明１本を取り付けます。(１００Wを想定しています。)

社名看板への装飾行為は禁止します。

事務局が施工する仕切パネル等は会期終了後、装飾した場合は現状復帰してください。壁面への釘打ちや経師貼り、塗装する事はできず、また移動し　

たり、外したりする事もできません。何らかの損傷がなされた場合は、実費を別途請求させていただきます。

出展者の責任において行う小間内装飾に関しては、会場全体の調和を保つ事を前提に消防法の条例に基づいて厳守して頂かなければならない事項

がいくつかあります。詳しくは出展決定後「My Style セレクション出展ガイド」にてご確認ください。

事務局手配の展示台を使用され
る場合はA/B/Cのパターンとな
ります。展示台下はストックとして
ご利用ください。
（展示台腰部＝白布）
｢展示台なし｣も可能です。

【事務局手配展示台】
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予約販売可能な作品を展示してください。

開催準備は決められた日時（1月26日）に作業してください。

会期中（1月27日～2月5日）は商品PRや予約販売を行うスタッフが必ずブースにいていただくことが基本となりま
す。

My Style セレクションコーナーは現金での授受は禁止しております。クレジットカード・電子マネー決済・お振り込みのご対
応をお願いいたします。

販売商品のお渡しは禁止です。注文伝票等の取引を行って、後日出展者より配送をお願いいたします。

展示物はテーブルウェア・フェスティバルの開催趣旨に沿った物や出展対象品目に記載された範囲の物など、主催者が認め　
る物のみとします。開催中、趣旨に沿わない展示物が確認された場合は撤去していただきます。

代理業者が仲介しての出展応募や他社名義での出展はできません。悪質とみなされた場合は、事務局から出展の中止を申
し入れます。これらの場合、出展料他、出展に要した全ての費用は返還いたしません。

パンフレット、チラシなどの配布やアンケート調査、呼び込み等は自社ブース内に限定し、自社の小間以外での行為を禁止し
ます。

予約販売に際し、開催期間中及び開催終了後の商品問い合わせやクレーム対応ができるように、出展者の店舗名、所在を確
認できる物（名刺・カード等）を用意し、商品送付の際は必ずカード等を添付しお客様に送付しなければなりません。 

価格表示は二重価格表示や割引率の表示などはできません。

企業PR展示やサンプル配布に関しては、事務局の事前承認を受けてください。
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直感的に操作のできるショップページ
ショップの情報や商品の写真を、難しい操作や知識なしでの登録が可能です。また、出展者自らが写真やテキストを投稿･変
更できる仕様を予定しており、ショップ毎の特色をPRしていただけます。インターネットに不慣れな方でも簡単にショップ
ページの制作ができます。

出展者をご紹介する「ショップギャラリー」では眺めているだけで楽しくなるデザインや、どなたでも使いやすい検索機能を設置
します。閲覧者がウィンドウショッピングをするように新たなお気に入り商品や店舗に出会える場を提供します。掲載ページイ
メージはP.11～P.12を参照ください。

ウィンドウショッピングをするように、
好きな商品や店舗に出会える紹介ページを展開
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オンラインイベント総PV数500万PVユーザー数25万人以上を目指します
2022年実績：総PV数１１０万･ユーザー数４万人(会場：プリズムホール・GalleryAaMo･東京ドームホテルB1宴会場)

２０２2年に開催したオンラインイベントでは4万人以上ものお客様に閲覧いただき、累計１１０万PVを記録しました。また、今
回も、2022年同様｢ショップギャラリー｣をどなたでもご覧いただける無料エリアに掲載するほか、オンラインイベント限定の
企画ページもさらなる充実を図り、オンラインイベント総PV数500万PV、ユーザー数25万人以上を目指します。また、来場
者25万人を目標とする東京ドームにご来場いただく方のみならず、会場にお越しいただくことが難しい方々にも場所･時間
を問わず広くお楽しみいただくコンテンツを制作します。



※サイトは開発中
であり、記載内容
はイメージです。

※2022年開催の
写真や情報をイ
メージとして使用
しております。

掲載ページトップは「商品一覧」と「ショップ一覧」の２パターンから検索いただけます。ページを開くたびにランダムな順番で表示され
る仕様を予定しております。ウィンドウショッピングをするように、新たなお気に入り商品や店舗に出会える機会を提供します。

イメージ①　掲載ページトップ（商品一覧） イメージ②　掲載ページトップ（ショップ一覧）
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イメージ③　出展者個別ページ イメージ④出展者個別ページ
(商品ギャラリー)

出展者それぞれに個別の紹介ページをご用意します。出展者がご自身で投稿や変更をできる仕様を予定しております。
※ブース名及び一部の商品画像については変更はできません。詳細は出展決定後｢オンライン出展ガイド｣にてご確認ください。

※サイトは開発中
であり、記載内容
はイメージです。

※2022年開催の
写真や情報をイ
メージとして使用
しております。
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掲載はテーブルウェア・フェスティバルの開催趣旨に沿った商品がメインの販売者とします。

代理業者が仲介しての掲載応募や他社名義での掲載はできません。悪質とみなされた場合は、事務局から掲載の中止を 

    申し入れます。これらの場合、掲載料他、掲載に要したすべての費用は返還いたしません。

販売に際し、開催期間中及び開催終了後の商品についてのクレーム対応は自社で責任をもって行ってください。

動画配信の内容及び対面販売について、本催事と無関係の配信があった場合配信の停止、出展の中止を申し入れます。

販売価格は適正な価格表示で販売してください。

主催者はお申込み及び出展締結後にご提出いただく商品画像につきましては、｢テーブルウェア・フェスティバル公式HP｣

及び公式SNS(Facebook･Instagram･Twitter)、その他イベントに関わる制作物に使用することができ、出展者は異

議なく承諾するものとします。

販売商品に関して事務局以外からお問い合わせをさせていただく場合がございます。

制作スケジュールの関係上、使用した写真等の校正は当社の責任で実施します。

 掲載情報となる「店舗情報」「商品画像」を提出していただきます。提出していただく項目や情報に関しては、出展決定後に　

　　｢オンライン出展ガイド｣にて別途お知らせいたします。
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8月31日（水） 募集締め切り

9月中 事務局審査

10月上旬(予定)

出展通知メール送付（承諾書・ご請求書・オンライン出展ガイド）・出展者マイページ開設

出展料支払期限　各種申請書締切

11月上旬 「会場出展ガイド」を出展者マイページにて掲載　WEB形式での出展者説明会　

1月27日（金）　　
～　　

2月5日（日）

1月27日～2月5日
１０日間開催

2月28日(火）

オンラインイベント

1月27日～2月28日
３３日間開催

出展者にて掲載ページの作成開始　※開始日は承諾通知メールにてご案内

ショップギャラリー掲載開始
１月20日(予定)１月26日

搬入･設営日
※詳細は「My Style セレクション出展ガイド」にてご確認ください

11月末

10日間開催

会場出展

２０２2年

２０２3年

2月6日(月)
撤去･搬出

※詳細は「My Style セレクション出展ガイド」にてご確認ください
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メールにて出展可否通知を送付



■出展申込方法

テーブルウェア・フェスティバル公式ホームページにある｢上記以外の方」を選び、お申込みください。
ご入力された内容はメールで自動送信されます。

自動送信メールは｢申込み控え｣｢出展時の契約書｣となりますので、必ず控えとして保管してください。
※申込み締切後、事務局にて審査選考会を行います。審査選考後、出展可否の結果をお知らせします。　　
結果通知予定日： 2022年10月上旬(予定)

上記以外の方 （ユーザーIDをお持ちでない方・新規登録）

事務局よりご案内メールをお送りいたします。ユーザーID・会社情報をご確認ください。　　　　　　　　　　　

※メールが届いていない場合、事務局までご連絡ください。

メールに記載されているURLをクリックし、申込み情報登録を行ってください。ご入力された内容はメールで自動送信されます。

※メールに記載されているユーザーIDの入力が必須となります。必ずご入力ください。

テーブルウェア・フェスティバル2020年または2022年開催に出展された方 （ユーザーIDをお持ちの方）

自動送信メールは｢申込み控え｣｢出展時の契約書｣となりますので、必ず控えとして保管してください。
※申込み締切後、事務局にて審査選考会を行います。審査選考後、出展可否の結果をお知らせします。　　
結果通知予定日： 2022年10月上旬(予定)

下記お申込み方法をご確認いただきましてお申込みください。

テーブルウェア・フェスティバル実行委員会事務局(株式会社東京ドーム)(以下、｢事務局｣という)は、収集した個人情報を下記の目的のために使用します。 
  ○事務局からの各種ご案内 
  ○来場者及び宣伝･広報に関わる情報提供 
　○各種印刷物・ウェブサイトへの掲載 
事務局は、法令に基づく場合のほか、収集した個人情報を上記「利用目的」に記載した利用目的の達成に必要な範囲で、秘密保持契約を締結している
　協力会社、業務委託先会社への情報共有及び発送代行として提供します。  
　個人情報の取扱については東京ドームシティホームページの株式会社東京ドーム｢個人情報のお取り扱いについて｣ページを参照ください。
　(https://www.tokyo-dome.jp/privacy/) 

申込時の
個人情報取扱に

ついて
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【ディスプレイイメージ記入用紙】
イメージをご記入ください｡ご記入後、PDFにて申込フォームに添付ください。添付ができない方は事務局ま
でFAXまたはご郵送をお願いいたします。
※ブース仕様については(P.8)参照

1500サイズ追加

事務局手配展示台A(ｗ1800×D900)の場合

事務局手配展示台B(ｗ1500×D900)の場合

事務局手配展示台C(ｗ900×D900)の場合

【ご記入についての注意点】
展示台なしまたは展示台A～Cの枠に
○印をご記入ください。展示台なしでの応募につきましては
使用する棚や台の記入も含めて記載をお願いいたします。
展示台を使用する場合は
希望の色枠の範囲内で商品ディスプレイをお描きください。
※現時点でのイメージでかまいません。

展示台なし

【事務局手配展示台希望される方】

※ブーススペースは点線までとなります。
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出展者の決定は申込順や出展経験の有無にかかわらず、10月上旬に事務局にて一斉審査の上、決定いたします。
事務局から出展申込者に電子メールにて出展を承諾する旨を通知した時点をもって出展契約の締結になります。 
出展者は事務局の定める方法に従って事務局が発行する請求書に記載された期日までに出展料を振り込み送金して支払いをお願いいたします。
振込手数料は出展者の負担とします。

出展承諾後
の手続き

出展申込の取消及び
出展規約の解除

会 場 管 理

小間割当の決定

主催者は、会場全般の管理保全にあたります。主催者は天災や不可抗力の原因等により発生した際の出品物の損害、焼失、盗難等に関しての責任は負い

ません。

小間割当は事務局が決定し、その場所を小間割図面に明記します。小間割当の決定は、出展者の内容等を勘案し、　原則として出展物のジャンル
毎に行います。出展契約者（以下出展者とします）は小間割当に対する変更の申し出と割り当てた小間の全部、または、一部を第三者に譲渡、貸与
もしくは出展者相互間で交換することはできません。
共同出展は原則として不可です。やむを得ない場合は事務局にご相談ください。

下記の要件に従って申込みフォームに添付してください。
【商品画像提出形式】
容　　　量：1MB以上(単位MB＝1000KB)
提出方法：出展申込フォームに添付
形　　　式：jpg
ファイル名:ブース名＿商品名  
※ファイル名は正確なブース名・商品名に変更して添付してください。
各種宣伝媒体へ掲出する際はそのまま使用させていただきます。

商品画像について

出展契約締結後から2022年11月末 出展料の50%

2022年12月1日以降 出展料の100%

キャンセル期日 キャンセル料

出展契約の締結後、出展者の都合等により出展契約を解約する場合は、下記のキャンセル料が発生いたします。 
出展者が出展料を入金しない場合、その他本規約に違反した場合は（以下、違反した出展者を「違反者」といいます）、主催者は出
展契約を解除します。 
その場合も下記のキャンセル料が発生しますが、主催者は違反者に対して当該キャンセル料のほか、主催者が被った損害の賠償
を請求できます。
※出展契約およびキャンセル等につきましては｢出展規約｣第４条･第５条(P.19～P.20)をご確認ください。
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◆新型コロナウイルス感染症に対する会期・開催期間の変更及び中止に関する事項

主催者は、本催事開催に向けて感染や対策の状況・社会情勢なども踏まえて慎重に検討を重ね準備し、開催にあたり、国・自治体・関係機関・
会場などによる指示・要請・指針等を遵守します。 
出展者の皆様には、毎日の検温や手洗い、アルコールによる消毒、マスクの着用など、必要な対策をお願いする場合がございます。 
出展者はお客様が密になることを避けるため、ブース周りの整備・管理に努めてください。 
主催者は来場者へのサンプリングなどの配布物を直接お客様にお渡しする行為を禁止するほか、感染症対策を指示することがあります。
主催者は、新型コロナウイルス及び同等の感染症の蔓延状況や社会情勢を踏まえ、やむを得ず本催事の開催を中止する判断をする場合があ
ります。その場合は、すみやかに出展者に対し通知します。 
主催者の判断により中止となった場合の出展者に対する出展料の返金につきましては下記のとおりとなります。なお、主催者はこれにより出
展者に生ずる損害に対する賠償責任を負わないほか、その他の一切の責任を負わないものとします。

主催者は天災、疾病、感染症の蔓延、その他不可抗力によりやむを得ない事情が発生した場合、また、主催者が本催事を開催することが適切
でないと判断した場合、本催事の開催を延期または中止、期間を短縮する場合があります。 主催者の判断により中止となった場合の出展者
に対する出展料の返金につきましては下記のとおりとなります。なお、主催者はこれにより出展者に生ずる損害に対する賠償責任を負わない
ほか、その他の一切の責任を負わないものとします。 

開催の延期及び中
止・期間の短縮

会期・開催時間
の変更

主催者は、やむを得ない事情により会期及び、開催時期を変更する事があります。この変更を理由として、出展申込の取消、または、出展契約を解約

する事はできません。また、これによって生じた損害は補償いたしません。

ストックスペース
について

ゴミ処理について

ストックスペースは展示台下となります。展示台をご希望されない場合はご相談ください。

搬入、搬出時におけるゴミに関しては（ダンボールなど）出展者側でお持ち帰りください。なお、会期中に出るゴミの処理は有料です。

（詳細は出展決定後「My Style セレクション出展ガイド」に記載いたします）

コロナウイルス感染症等に伴
う中止判断期間

出展契約締結後から2022
年11月末までの開催中止

2022年12月1日から12月
末までの開催中止

2023年1月1日から1月26
日までの開催中止

会期中(2023年1月27日
以降)の開催中止

返金率 出展料の100％ 出展料の75% 出展料の50% 返金いたしません
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この規約は、テーブルウェア･フェスティバル実行委員会(以下「主催者」といいます｡事務局：株式会社東京ドーム)が開催する｢テーブルウェア・フェ
スティバル2023 ～暮らしを彩る器展～｣（以下「本催事」といいます）の出展者に適用されます。

第１条 事務局及び出展者 

１．株式会社東京ドーム（以下「事務局」といいます。）は、主催者を代表するとともに事務局を務

   めます。 

２.出展希望者は、事務局が定める出展申込みの締切日までに出展を主催者に申し込み、その後、

   主催者は 出展審査を行い、当該審査にて承諾された出展希望者に限り出展者になることが

   できます。審査結果に対し、主催者は一切の責任を負わないものとし、その判断基準・根拠な

   どは公表しないものとします。なお、出展希望者は事務局が用意する本催事に関するウェブ

   サイト（以下、「本サイト」といいます）を通じて出展を主催者に申し込むことができます。この

   場合、出展希望者は事務局が別途定めるWEBシステムについての規約を遵守しなければな

   りません。 

３．出展者は本規約と事務局が定める出展案内および上記WEBシステムについての規約を遵

    守しなければなりません。 

第3条　出展の承諾、出展料の請求と支払い 

1．事務局から出展申込者に電子メールにて出展を承諾する旨を通知した時点をもって出展契

    約の締結になります。 

２．出展者は事務局の定める方法に従って事務局が発行する請求書に記載された期日までに

   出展料を振り込み送金して支払います。振込手数料は出展者の負担とします。 

第4条　出展契約の解約、解除 

１．出展契約の締結後、出展者の都合等により、出展契約を解約する場合は、下記のキャンセル

   料が発生いたします。 

２．出展者が出展料を入金しない場合その他本規約に違反した場合は（以下、違反した出展者

   を「違反者」といいます）、主催者は出展契約を解除します。 

   その場合も下記のキャンセル料が発生しますが、主催者は違反者に対して当該キャンセル料

   のほか、主催者が被った損害の賠償を請求できます。 

出展規約

第2条　出展の申込 

代理業者が仲介しての出展申込みや他社名義での出展はできません。これに違反して出展

を申し込み、主催者が悪質と判断した場合は主催者から出展の中止を申し入れる場合がご

ざいます。その場合、出展料の他、出展に要した全ての費用を返還いたしません。 
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出展契約締結後から2022年11月末 出展料の50%

2022年1２月1日以降 出展料の100%

キャンセル期日 キャンセル料



第６条　出展者の義務・責任 
1. 出展者は、事務局が別途定める「出展ガイド」の諸注意事項を遵守し、事務局の指示

に従うものとします。 
2. 出展者が本催事において営業活動またはＰＲ活動を行う場所と日時は出展契約にて

定めるものとし、出展者は、事務局の承諾なく当該諸活動を休業しないものとします。 
3.  出展者は、飲食物を取扱う場合、食品衛生法及びそれに関連するその他の法令に定

められた基準を遵守し、関係官庁の指示に従うことはもとより、食中毒、伝染病の発
生防止に最大の注意を払い、万一食中毒その他の事故が発生した場合、事務局に速
やかに報告し協議のうえ、自らの責任と費用で対応するものとします。 

4. 出展者は、来場者、他の出展者および主催者に迷惑をかける行為（押し付け販売、強
引な客引き、名誉および信用を毀損する行為等含む）は一切行なってはなりません。 

5. 出展者は、取扱商品、サービス、販売方法について、第三者の商標権、特許権、意匠権、
著作権及び肖像権（パブリシティ権）を侵害しないことを確約し、特定商取引法等法
令の定めを遵守するとともに、出展において顧客対応を含め一切の責任を負うこと
とします。 

6. 新型コロナウイルス及び同等の感染症について 
① 主催者は、本催事開催に向けて感染や対策の状況・社会情勢なども踏まえて慎重に

検討を重ね準備し、開催にあたり、国・自治体・関係機関・会場などによる指示・要請・
指針等を遵守します。 

② 出展者は、関係者をして、毎日の検温や手洗い、アルコールによる消毒、マスクの着
用など、必要な対策を守らせます。 

③ 出展者は、お客様が密になることを避けるため、ブース周りの整備・管理に努めます。 
④ 事務局は、出展者に対し、サンプリングなどの配布物を直接お客様にお渡しする行為

を禁止するほか、感染症対策を指示することがあります。この場合、出展者は事務局
の指示に異議なく従うものとします。 

⑤ 主催者は、新型コロナウイルス及び同等の感染症の蔓延状況や社会情勢を踏まえ、
やむを得ず本催事の開催を中止する判断をする場合があります。その場合は、すみ
やかに出展者に対し通知します。 

出展規約

第7条　主催者の義務および免責 
主催者は会場全般の管理保全に当たります。主催者は天災や不可抗力等の事由により
発生した出展物の損害、滅失、盗難等に関しての責任は負いません。 
 

コロナウイルス感染症等に伴う
中止判断期間

返金率

出展契約締結後から2022年11月末までの
開催中止

出展料の100％

2022年12月1日から12月末までの開催中止 出展料の75%

2023年1月1日から1月26日までの開催中止 出展料の50%

会期中(2023年1月27日以降)の
開催中止

返金いたしません

第5条開催の延期及び中止・期間の短縮 

主催者は天災、疾病、感染症の蔓延、その他不可抗力によりやむを得ない事情が発生した場

合、また、主催者が本催事を開催することが適切でないと判断した場合、本催事の開催を延

期または中止、期間を短縮する場合があります。 

主催者の判断により中止となった場合の出展者に対する出展料の返金につきましては下記

のとおりとなります。なお、主催者はこれにより出展者に生ずる損害に対する賠償責任を負

わないほか、その他の一切の責任を負わないものとします。 
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第15条（準拠法・裁判管轄）

本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。

出展規約に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄

とします。

第１２条（反社会的勢力の排除） 

1. 出展者は、主催者に対し、次の各号の事項を確約する。 

① 自らまたはその役員（業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者を い

う。）が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成（以

下総称して「反社会的勢力」という）ではないこと。 

② 出展契約の締結が、反社会的勢力の活動を助長し、またはその運営に資するものでな

      いこと。 

2. 出展者は、反社会的勢力の排除に厳正に取り組んでおり、主催者が出展者による前項の

確約に依拠して出展契約の締結及び履行をするものであることを確認する。 

3. 出展者について、第１項の確約に反する事実が判明した場合には、主催者は、書面で通知

を行うことにより何らの催告も行うことなく、出展契約を解除することができる。 

4. 前項の規定により出展契約が解除された場合には、出展者は、主催者に対し、違約金として第4
条に定めるキャンセル料（出展料の１００％）に加えて、出展案内に定める出展料の20％を支
払うと共に、解除により生じる損害について、一切の請求を行わない。 

第１3条　個人情報の取扱い

出展者は、個人情報を取得する場合、個人情報保護法及び関連法令を遵守し、適法かつ

適切な管理をするものとします。

第14条 秘密保持

出展者は、出展契約により知り得た主催者の営業上・業務上の一切の機密情報について、

厳重に管理・保管し、開催期間中はもとより開催終了後においても、事前に書面による

主催者の承諾を得ないで、第三者に開示又は漏洩しないものとします。

出展規約

第１1条　ＥＣサイトでの販売について 

1. 出展者は、自己のＥＣサイト利用環境に応じて、コンピュータウイルスの感染の防止、不正ア

クセス及び情報漏洩の防止等のセキュリティ対策を自らの費用と責任において講じるもの

とします。 

2. 商品販売における決済については、出展者が用意する個別のECサイトにお客様を誘導す

る等、出展者とお客様の間で行います。 

3. 出展者は、商品に関する問い合わせやクレームに対応できるように、出展者の店舗名・住

所・電話番号等の所在を確認できる名刺やカード等（以下「カード等」といいます）を用意し、

商品送付の際は必ずカード等を添付しお客様に交付しなければなりません。 

第10条　画像掲載について 

1. 主催者は、出展契約締結後、出展者から事務局に提出された商品画像を｢ふるさと祭り

東京HP｣及び公式SNS(Facebook･　Instagram･Twitter)、その他イベントに関

わる制作物に使用することができ、出展者は、これに異議なく承諾するものとします。 

2. 制作スケジュールの関係上、使用した写真等の校正は事務局の責任で実施します。 

第9条　販売について 

1. 出展者は、商品に関する問い合わせやクレームに対応できるように、出展者の店舗名・住

所・電話番号等の所在を確認できる名刺やカード等（以下「カード等」といいます）を用意し、

商品送付の際は必ずカード等を添付しお客様に交付しなければなりません。 

2. 出展者は、商品の輸送および展示において、出展物に対し必要な保険を付しその他保護の

ための適切な処置を講じるものとします。 

第8条　取り扱い商品について 

出展者が本催事において取扱う商品は、本催事のテーマに沿って出展者が生産または

常に取り扱っている商品とします。 
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この利用規約（以下、「本規約」といいます）はテーブルウェア･フェスティバル実行委員会事務局（以下、「事務局」といいます。事務局：株式会社
東京ドーム）がこのウェブサイト（以下、「本サイト」といいます）上で提供するサービス（以下、「本サービス」といいます）の利用条件を定めるもの
です。出展者（以下、「ユーザー」といいます）には、本規約に従って、本サービスをご利用いただきます。

ＷＥＢシステムについての規約
■WEBシステム
についての規約
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⑥ 事務局、他のユーザーまたは第三者を不当に差別し、不当な差別を助長し、またはその名誉もし
　　くは 信用を毀損する行為
⑦ 事務局、他のユーザー、または第三者のサーバーまたはネットワークの機能を破壊したり、妨害
　　したりする行為
⑧ 本サービスによって得られた情報を商業的に利用する行為
⑨ 本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
⑩ 不正アクセスをし、またはこれを試みる行為
⑪ アクセス可能なコンテンツもしくは情報を改ざん、消去する行為
⑫ サーバー等のアクセス制御機能を解除または回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通
　　させる行為
⑬ 本サイトによって提供される機能を複製、修正、転載、改変、変更、リバースエンジニアリング、逆
　　アセンブル、逆コンパイル、翻訳あるいは解析する行為
⑭ ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、または、他のユーザーが受信可能な状
　　態におく行為 ⑮事務局の設備に蓄積された情報を不正に書き換えまたは消去する行為
⑯ 本サイトのネットワークまたはシステムなどに過度な負荷をかける行為
⑰ 他のユーザーに関する個人情報等を収集または蓄積する行為
⑱ 不正な目的を持って本サービスを利用する行為
⑲ 本サービスの他のユーザーまたは第三者に不利益、損害、不快感を与える行為
⑳ 他のユーザーに成りすます行為
㉑ 事務局が許諾しない本サービス上での宣伝、広告、勧誘、または営業行為
㉒ 本サービスに関連して、反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為
㉓ 面識のない人との出会いを目的とした行為
㉔ 選挙の事前運動、選挙運動(これらに類似する行為を含みます)または公職選挙法に抵触する行
　　為
㉕ 他のユーザーまたは第三者に対し、無断で、広告・宣伝・勧誘等の電子メールもしくは嫌悪感を
　  抱く電子メール(そのおそれのある電子メールを含みます)を送信する行為、他のユーザーまた
　  は第三者のメール受信を妨害する行為、連鎖的なメール転送を依頼する行為または当該依頼
　  に応じて転送する行為
㉖ 自殺、自傷行為または薬物乱用などを美化、誘発、助長するおそれのある行為
㉗ 人種、民族、性別、年齢または思想などによる差別に繋がる表現を使用する行為
㉘ 上記各号のいずれかに該当するような行為(当該行為を第三者が行っている場合を含みます。)
　　が表示されている他のウェブサイト等に対してリンクを張る行為
㉙ 事務局に対し長時間の架電、同様の問い合わせの繰り返し行うこと、または事務局に義務のな
　　いことを強要し、事務局の業務に著しく支障を来たす行為
㉚ 上記各号の行為を直接または間接に惹起し、または容易にする行為
㉛ その他、事務局が不適切と判断する行為

第1条 適用
1. 本規約は、ユーザーと事務局との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用さ

れるものとします。 
2. 事務局は、本規約のほか、ユーザーが本サービスを利用する場合のルール等、各種の定

め（以下、 「個別規定」といいます。）を設けることがあります。これら個別規定はその名
称のいかんに関わらず、本規約の一部を構成するものとします。 

3. 本規約の規定が前項の個別規定と矛盾する場合には、個別規定において特段の定めな
き限り、個別規定が優先されるものとします。 

第2条 利用登録
本サービスにおいては、ユーザーが本規約に同意の上、主催者の定める方法によって利用登
録を申請し、事務局がこれを承認することによって、利用登録が完了するものとします。事務
局は、ユーザーに以下の事由があると判断した場合、利用登録の申請を承認しないことがあ
り、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。
① 利用登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合
② 本規約に違反したことがある者からの申請である場合
③ その他、事務局が利用登録を相当でないと判断した場合

第3条 ユーザーIDおよびパスワードの管理
1. ユーザーは、自己の責任において、本サービスのユーザーIDおよびパスワードを適切

に管理するものとします。
2. ユーザーは、いかなる場合にも、ユーザーIDおよびパスワードを第三者に譲渡または

貸与し、もしくは第三者と共用することはできません。事務局は、ユーザーIDとパス
ワードの組み合わせが登録情報と一致してログインされた場合には、そのユーザーID
を登録しているユーザー自身による利用とみなします。

3. ユーザーID及びパスワードが第三者によって使用されたことによって生じた損害は、
事務局に故意又は重大な過失がある場合を除き、事務局は一切の責任を負わないも
のとします。

第4条 禁止事項
ユーザーは、本サービスの利用にあたり、以下の行為をしてはなりません。
① 法令または公序良俗に違反する行為
② 犯罪行為に関連する行為
③ 本サービスの内容等、本サービスに含まれる知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、
　　名誉、その他の権利または利益を侵害する行為、または侵害するおそれがある行為
④ 事務局、他のユーザーまたは第三者に対する詐欺または脅迫行為
⑤ 本サイトにアップロードされている画像等の情報を、当該著作者の同意なくして転載す
　　る行為
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第6条 利用制限および登録抹消
1. 事務局は、ユーザーが以下のいずれかに該当する場合には、事前の通知なく、ユー

ザーに対して、本サービスの全部もしくは一部の利用を制限し、またはユーザーとし
ての登録を抹消することができるものとします。

① 本規約のいずれかの条項に違反した場合
② 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
③ ワーム型ウィルスの感染、大量送信メールの経路等から、ユーザーが関与することに

より第三者に被害が及ぶおそれがあると判断した場合
④ 料金等の支払債務の不履行があった場合
⑤ 事務局からの連絡に対し、一定期間返答がない場合
⑥ その他、事務局が本サービスの利用を適当でないと判断した場合
2. 事務局は、本条に基づき事務局が行った行為によりユーザーに生じた損害について、

一切の責任を負いません。

第7条 保証の否認および免責事項
1. 事務局は、本サービスにより提供される情報の完全性、正確性、有用性、最新性、真

実性、安全性等については、何ら保証するものではありません。
2. 事務局は、本サービスの確実な提供またアクセス結果等につき何ら保証するもので

はありません。
3. 事務局は、本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能もしくは変更、ユーザー

が本サービスに送信したメッセージ、情報の削除・消失、本サービスの利用による
データの消失・機器の故障もしくは損傷、その他本サービスに関してユーザーが被っ
た損害につき、賠償する責任を負わないものとします。

4. 事務局は本サービスまたは本サイトに関連して、ユーザーが、他のユーザー、顧客ま
たは第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、事務局は一切責
任を負いません。

第10条 利用規約の変更
1. 事務局は、本規約を変更することができるものとします。
2. 事務局は、本規約を変更するときには、本サイト上に表示することにより、ユーザーに対して、事

前にその内容を告知します。
3. 変更後の本規約は、事務局が別途定める場合を除いて、本サイト上に表示した時点より効力を生

じるものとします。
4. 本規約の変更の効力が生じた後に、ユーザーが本サイトを利用した場合には、変更後の本規約の

全てについて同意したものとみなされます。

第11条 個人情報の取扱い
ユーザーは、本サービスの利用によって取得する個人情報については、個人情報保護法及び関連
法令を遵守し、適法かつ適切な管理をするものとします。

第12条 通知または連絡 
ユーザーと事務局との間の通知または連絡は、事務局の定める方法によって行うものとします。事務
局は、ユーザーから、事務局が別途定める方式に従った変更届け出がない限り、現在登録されている
連絡先が有効なものとみなして当該連絡先へ通知または連絡を行い、これらは、発信時にユーザーへ
到達したものとみなします。

第14条 準拠法・裁判管轄
本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。
本サービスに関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄とします。

第13条 権利義務の譲渡の禁止
ユーザーは、事務局の書面による事前の承諾なく、出展契約上の地位または本規約に基づく権利もし
くは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。

第5条 本サービスの提供の停止等
1. 事務局は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、ユーザーに事前に通知

することなく本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することがで
きるものとします。

① 本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合
② 地震、落雷、火災、停電または天災などの不可抗力により、本サービスの提供が困

難となった場合
③ コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合
④ 法令または行政指導により通信の制限等の要請・指示があった場合または事務局

が必要と判断したとき
⑤ その他、事務局が本サービスの提供が困難と判断した場合
2. 事務局は、本サービスの提供の停止または中断により、ユーザーまたは第三者が

被ったいかなる不利益または損害についても、一切の責任を負わないものとしま
す。

第9条 サービス内容の変更等
1. 事務局は、事務局の都合により、本サービスの内容を変更しまたは提供を中止することがで

きます。事務局が、本サービスの内容を変更しまたは提供を中止する場合、本サイト上に表
示、電子メールによる通知、口頭による告知またはその他適宜の方法により、ユーザーに対
してその内容を告知します。　

2. 事務局は、本条に則り、事務局が行った措置に基づきユーザーに生じた損害について一切
の責任を負わないものとします。

第8条 損害賠償責任
　　　ユーザーは、ユーザーの責任に帰すべき事由により、事務局、他のユーザー、顧客または第
　　　三者に損害を与えた場合には、その損害賠償責任を負うものとします。



出展のご案内・申込みについてご不明点ご質問がございましたら
事務局までご連絡ください。

【お問い合わせ】
テーブルウェア・フェスティバル実行委員会事務局

住所：〒112-8575　東京都文京区後楽1-３-61　株式会社東京ドーム
TEL：03-3817-6239　FAX:03-3817-6238

E-mail：twf@gms.tokyo-dome.co.jp
担当：山中・向井


