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■■chara1 oct.2018 概要■■

事務局挨拶
存在感あるイベントを目指して
事業者の皆様におかれましては、ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。キャラクタ
ーコンテンツ総合見本市『character１』はおかげ様をもちまして 7 回目を迎えることになりま
した。これも皆さまのご協力あってのことと心より御礼を申し上げます。さて、アニメ、ゲーム、
コミックなどのキャラクターが集う場をテーマに、物販そしてＰＲの「祭り」として開催してきた
『character1』は昨年から秋開催にも取り組んでおります。若者が多く集う東方 Project のイ
ベント博麗神社秋季例大祭、コアな男性ファンの集う同人誌即売会 COMIC1 様と共に今年
も同日開催し、多数の動員を図って参ります。昨年は秋開催初回ということもあり、認知度が
今一つではありましたが反省を生かし、改善し、大きな場として秋のイベントシーンに存在
感を示して行きたいと考えております。
『character1』は多くの事業者様のご出展に支えられているイベントではございますが、今
後は大きな企画、事業者様個々の独自イベントとのコラボレーションや大規模出展などとの
ジョインを模索しております。秋に限らず来春に向けてのご相談なども幅広く柔軟に承って
参りますのでなにと引き続きのご愛顧をよろしくお願い申し上げます。
『character1 JAPAN』事務局長代行 渡久地 誠
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■■chara1 oct.2018 概要■■

開催概要
名称………chara1 oct.2018
会期………2018 年 10 月 14 日(日) 11:00～17:00

* サポーター優先入場 10:00～
*『COMIC1☆14』『秋季例大祭』同日開催

会場………東京ビッグサイト西展示棟 西 2 ホール
主催………character1 JAPAN ／ 運営………character1 JAPAN 事務局
入場料……無料 ／ 動員数……4 万人見込み
出展募集…通常ブース 130 小間（予定）*大型ブースは別途受付
出展対象…２次元、２．５次元、３次元を問わずキャラクターコンテンツの IP を持つ
出版社、メーカー、ライセンスを受けて製造販売を行うグッズメーカー、アニ
メーション・ゲーム等の宣伝・販促を行う事業者・団体、他
事務局……〒110-0005 東京都台東区上野 3-17-2 幸和ビル 2F
tel: 03-6820-8579 fax: 03-6700-6753 mail: info@character1.jp
character1 JAPAN 事務局

お申込みから開催まで
①

出 展 申 込

出展案内をご覧頂き、出展申込書の各欄に記入、押印の上事務局まで

FAX またはメールをお願いします。（出展オプションとなる施工プラン、電源申請、什器レンタル申請等は後日となります）
▼
②

申 込 締 切

出展は一次締切が 6 月 25 日(月)、最終締切が 8 月 8 日(水)となります。

▼
③

書類送付①

一次・最終締切後出展者マニュアル・事前申請書をご案内いたします。

▼
④

事 前 申 請

パンフレット掲載データやブースレイアウト、什器類の貸出申請、証券類の

申請などをお願いします。（8 月～9 月

*各項目により締切が設定されております。出展者マニュアルをご確認ください）

▼
⑤

出展事業者説明会

出展事業者説明会を開催します（9 月 5 日(水)を予定）

▼
⑥

書類送付②

9 月末に出展者マニュアル当日編（搬入手引きなど）や証券類をご案内します。

▼
⑦

催事開催

chara1 oct.2018 開催（10 月 14 日(日)）

*詳細スケジュールにつきましては次ページより記載してございますのでそちらをご確認ください。
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■■当日までのスケジュール■■

●character1 出展スケジュール
★ マークのついている項目に、出展事業者様側で行って頂く手続きが含まれております。
□ マークの項目は主に事務局から発信させて頂く内容が記載されております。
※以下のスケジュールは受付開始時点での予定となっております。諸般の事情によりやむなく
変更となる場合もございますので、ご了承頂きますようお願い致します。
04 月 30 日(月)
★第一次出展申込受付開始
★パンフレット広告受付開始
06 月 25 日(月)
★第一次出展申込締切日
○募集期間を過ぎますと抽選および小間数のご要望を承るのが難しくなる場合がございます。
○申込多数時の抽選や小間数の調整については、事務局にご一任頂きます。
07 月 05 日(木)
□出展事業者第一次出展確定通知予定
※出展枠確定のみお知らせします。 小間数および配置場所については最終確定までお時
間を頂戴致しますので予めご承知置きください。
□各種申請書類発送（各種証券類、レンタル備品等申込申請書）※第一次申込分のみ
※当落通知が届きましたら、chara1 oct.2018 への出展が決定した旨ご公表頂いて問題ありません。

07 月 02 日(月)
★第二次出展申込受付開始
★ステージ申込受付開始 *1
〇第一次出展申込の状況により、日付の変更もしくは二次募集を行わない場合もございます。
募集取りやめの場合は公式 Web にてご報告させて頂きます。
*1 ステージの設置につきましては、最低履行口数に達しない場合見送りとなる場合がございます。

★場内広告受付開始
08 月 01 日(水)
★ステージ申込締切日
〇最低履行口数前後の場合、調整が入る場合がございます。ご連絡が前後する場合がござ
いますので予めご承知おきください。
08 月 08 日(水)
★出展申込最終締切日（必着）
○募集期間を過ぎますとお申込みが受理できない場合があります。
また、抽選および小間数のご希望に関し不利となる場合がございます。
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○申込多数時の抽選や小間数の調整については、事務局にご一任頂きます。
08 月 17 日(金)
★パンフレット紹介文・カット画像提出締切日（必着）
○公式パンフレットおよび公式Ｗｅｂ、イベント告知ポスターなどで使用させて頂く出展事業者
様の紹介コメント、カット（またはブランドロゴ）の提出期限となります。これ以降の提出の場合、
作業工程の関係で掲載が間に合わない場合もございます。 その場合は出展申込書記載の
ブース名で掲載させて頂きますので期限内にご提出頂きますよう、ご協力ください。
08 月 20 日(月)
★無料配布パンフレット広告申込締切日（必着）
※締切日を設定しておりますが、お申し込みは原則先着順となります。
（データ提出は8月31日(金) 必着となります）
★下記申請書類提出締切
－ブースレイアウト申請書
○ブースの施工計画、装飾案などを申請頂きます。ご提出頂いた案を拝見して配置の参考と
させて頂きますが、1 面開放、2 面開放などについてご希望通りとならない場合もございます。
最終的にご希望と違う形での配置となった場合は大変恐縮ですが後日レイアウトの再提出を
お願いすることになります。書面提出後に計画変更、追加などがありましたら期日後であって
も適宜ご変更、追加が可能です。8 月 20 日時点の見通しをご提出ください。
〇施工セットプラン（基本セットのお申込み）や施工に伴うオプション（パラペット延長や照明セ
ット、音響セットなどのご利用）希望につきましてもこちらの申請書にて対応させて頂きます。ま
た独自施工、追加装飾を行う場合は高さ、形状の確認のため平面図だけでなく、立面図も必
要となります。詳しくは事務局までお問合せください。
－販売・イベント・混雑対応計画書
○販売計画・イベント計画申請書
当日販売する予定の商品、数量を記載頂く他、無料配布やトークショーなどの『イベント』実施
予定がある場合に申請頂く書類です。配置の参考にさせて頂きます。8月20日時点の見通し
をご提出ください。書面提出後に計画変更、追加などがありましたら期日後であっても適宜ご
変更、追加が可能です。*3
*3 最終的に当日スタッフが混雑対応計画の参考とさせて頂きますので、変更が生じました場合は
お手数ですが適宜の更新をお願いいたします。

08 月 29 日(水)
□出展予定事業者リスト発表

※お申し込み時の出展ブース名欄記載名で公表致します。

ブース名未定の場合は申込事業者名で Web サイトに公開されますのでご注意ください。
□出展事業者第二次出展確定通知予定
※出展枠確定のみお知らせします。 小間数および配置場所については最終確定までお時
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間を頂戴致しますので予めご承知置きください。※第二次申込分
□各種申請書類発送（各種証券類、レンタル備品等申込申請書）※第二次申込分
※当落通知が届きましたら、chara1 oct.2018 への出展が決定した旨ご公表頂いて問題ありません。

08 月 31 日(金)（ここから出展キャンセル料 100%）
○これ以降のキャンセルは出展料を 100%ご請求させて頂きます。
08 月 31 日（金）
□出展料金請求書発送*2
※8 月 31 日付起票／振込期日：9 月 28 日(金)
*2 施工セットプランや各種追加工事、什器レンタル等の料金は後日請求となります。

09 月 05 日（水）
★出展事業者説明会
配置予定場所、出展事業者向け通知。パンフレット掲載内容差し替え最終期限。
※ブース№につきましてこの日以降告知可能となります。
※掲載すべきカット、紹介文などのご提供が無い場合、事務局にて申込書の出展ブース名を
テキストベタ打ちにて出稿致します。予めご承知おきください。
★サポーターギフトご提供受付開始
09 月 10 日(月)
□配置情報確定、情報解禁予定日
※ブース位置はこの日まで告知（図示等）をお控えください。
★下記申請書類提出締切
－証券類申請書（※記載の有効時間は現時点での運用予定となります）
○出展者証（証券有効時間帯5:00～20:00）
会期・搬入中に会場内へ入場する際に必要な証券です。出展事業者のスタッフ、ゲスト様の
ご利用を想定しております。
○作業員証（証券有効時間帯5:00～10:00/17:00～20:00）
設営、搬入、撤収時間帯に作業者が開場へ入場する際に必要な証券です。主に搬入、設営
のための業者利用を想定しております。
※独自施工をお申込みの場合、こちらの証券で例外的に早朝作業を認める場合があります。

○出展者駐車券（専用駐車場運用時間帯5:00～19:00）
出展事業者駐車場へ駐車する際に必要となる証券です。こちらの証券のみでホールへの入
構はできません。ご注意ください。
○車両入構証（ホール入構可能時間帯5:00～9:00/17:30～19:00）
搬入出の際にホール内へ入構する為に必要な証券です。こちらの証券のみで駐車区画への
留め置きはできません。ご注意ください。
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－レンタル備品等申込申請書
○レンタル備品等申請申請
当日ブース内で使用したい什器、備品を事務局にてまとめて取り寄せが可能です。レンタル
備品リストにある什器、備品に限ります。
－電源・音響機器使用申請書
○パッケージプランに含まれる容量を超えて電源の使用予定がある場合や、土間のみのプラ
ンでのお申込時は二次工事を独自に手配される場合でも幹線工事(一次工事)の申請が必要
となります。また、ブース内ＢＧＭの範囲を超えて通路側へ音を発信する予定がある場合は音
響機器使用申請が必要となります。
－通信回線申請書
○当日、ブース内でインターネット通信回線を必要とする場合は有線回線を手配することが可
能です。ただし会場附帯設備を借り受けての提供となりますので、回線品質、設定等は会場
設備のそれに準じます。
09 月 21 日(金)
★chara1 oct.2018 無料配布パンフレット配布開始
09 月 25 日(火)
★当日場内広告締切
★サポーターギフトご提供受付締切
□パンフレット、証券類発送予定
09 月 28 日(金)
★出展料金入金締切
10 月 14 日(日)
★chara1 oct.2018 開催
10 月 18 日(木)
□出展者アンケート受付開始（～10 月 31 日迄）
10 月 25 日(木)
□追加費用分確認メール（見積書）
○オプション料金や当日追加等出展申込以降に発生した費用になります。（請求額が発生し
ない場合、追加請求無しの確認のみとなる場合がありますが、その際は請求書の実際の発送
はありません）
11 月 30 日（木）
★追加料金入金締切
※10 月 14 日付起票／振込期日：11 月 30 日(金)
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●出展プランのご案内 ～小間・出展料について～
小間ついて
・１小間のサイズは、約３ｍ×約３ｍの敷地占有となりま
す。また事務局がご提案する施工プラン『基本セット』、
で手配可能なブースサイズは間口約３ｍ×奥行約３ｍ
×高さ約 2.5m となります。角小間の場合 2 面開放、島
中の場合 1 面開放となります。
※パラペット上部に装飾を行う場合の高さの上限は原則とし
て３ｍとなります。３ｍを超える高さに装飾を行いたい場合
は装飾物の固定方法等、補強、安全対策をどのように設
計するか会場側と調整が必要となりますので事前に事務
局までご相談ください。安全対策が不十分と判断した場
合、設計の見直しなど要請する場合があります。

◆上図は基本セットにて設営したイメージ図です。

出展料について
出展料に含まれる範囲：
１小間（土間渡し）、消火器 1 本、出展者証 5 枚、作業員証５枚、出展者駐車券１枚、車
両入構証２枚、出展者マニュアルとなります。
注）出展料に壁面システムパネル、電源は含まれておりません。
出展確定後、施工セットプラン等をお申込みください。お得なセットをご用意しております。

出展料以外に別途料金が発生する範囲：
ブース施工(パネル・社名板含む)、各種備品資材等レンタル(机、椅子等含む)、追加証
券各種、電気工事(一次工事、二次工事料金設定有)、広告料、他

ご出展にあたり
chara1 oct.2018 ご出展にあたり、各ブースの施工、装飾等に関し出展事業者様独自の
施工も可能ですが、お手続きにあたり、安全基準を満たす為、一定の制約がございます。
詳細は別途事務局までお問い合わせください。
また、独自の施工を予定されない場合は事務局にて基本セットをはじめとする各種プラン
をご用意しております。ぜひご活用ください。
各備品、資材、什器等につきましては出展事業者様独自にお持ち込みが可能な他、レ
ンタル備品として事務局を通じ、お手配頂くことも可能となっております。
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〇 chara1 oct.2018 出展プラン・オプション一覧

■出展は土間のご案内となります。建て込みや場内広告・ステージなどのプランは
後段ページをご確認ください。
【販売ブース出展申込】
通常出展

※独自施工／施工セットいずれの場合もまずはこちらをお申込みください
（スペースのみの料金です。基礎パネル、電源は含まれておりません）

\160,000（税別）

・約 3m×3m の敷地占有
・消火器・出展者証 5 枚・作業員証 5 枚
・出展者駐車券 1 枚・車両入構証 2 枚
・出展者マニュアル（事前編・当日編）

【島買い出展申込】*4 小間以上～申込可能
・構造物設置可能部分として独立した島をご購入いただけます。
・証券類は通常出展小間数換算時×数量となります

大小間出展

\480,000～
(税別)

・電源は 1,500w×2 口(計 3,000kw)まで
追加料金無し
・4 小間で 1 小間分無料、6 小間で
2 小間無料、8 小間で 3 小間無料となります

【大型出展申込】（20 小間相当以上）※混雑対応用敷地含む

\2,000,000-

・12m×15m～の大規模施工に対応したプランとなります

（税別）

・平米数にて料金をご相談させて頂きます

～応相談

・電源総量 10kw を含みます ・証券類の枚数は応相談となります
・各種セットとの組み合わせにつきましてもご相談ください

ミニブ ー ス出 展

【ミニブース出展申込】

*施工プランとの組み合わせはできません。

※こちらのブースには電源工事ができません。ご注意ください。

先着
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小間

・間口約 2m×奥行 1.5m の敷地占有

\55,000（税別）

・背面パネル(w 1,980mm×h 2,500mm)
・机１本・椅子 2 脚・出展者証 2 枚
・作業員証 2 枚
・出展者マニュアル（事前編・当日編）

★ 販売を行わないＰＲ専用ブース（変形小間にも対応！）の出展も受け付けております。詳しくは
事務局までご相談ください。
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■■お申込みにあたり■■

■出展オプション一覧
角小間希望

《角小間優先希望》

（※出展申込時に選択可能なオプションです。是非ご検討ください）
*通常出展申込時のみ申込可能

・配置の際に２面開放の角小間に割り当てを致します
※応募多数により角小間配置とならなかった場合は返金・申請取り消しとなります

\10,000（税別）

※角小間優先申込を頂かない場合でも配置都合上角小間となることもあります

痛車希望

《公式痛車持込希望》

*通常出展申込時のみ申込可能

・自社の公式痛車を出展ブース横に隣接配置する場合に申込頂けます
・ユーザー様の車両をブース横に隣接配置したい場合は出展事業者様の下請扱いと
なり管理責任が生じますのでご注意ください
・自動車以外のオブジェをお持ち込み頂く場合もこちらの申込を適用します

エリ ア希 望

《配置エリア希望》

隣接希望

《隣接配置希望》

・配置希望エリアを『通常』『男性向け』『女性向け』各エリアからお選びください

１台目は無料
以降

\12,000/㎡
（税別）

無料

・配置作業後の変更はできません*配置作業完了は 8 月 31 日を予定しています

・隣接配置を希望する事業者があればご記入ください
・両出展事業者からの希望が揃った場合のみ隣接配置となります

無料

・両ブース間仕切り壁の要／不要についてはレイアウト申請時にお申し付けください

《有料倉庫希望》
有料倉庫

・倉庫、専用休憩室として利用可能です
・販売および PR 活動はできませんのでご注意ください
・希望多数の場合、抽選となりますので予めご了承ください
・お申込みは平米単位でのお申込みとなりますが、形状および位置につきましては事
務局にご一任頂きます
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価格
応相談

■■お申込みにあたり■■

▼以下は後日お申込み頂く 『施工セット・オプション・広告等』のご紹介となります
*出展申込時にお選びいただく必要はございません。
施 工 セット

【基本セット】追加装飾を行うことも可能です！
・オクタパネル（壁面）・パラペット（社名板含む）
・机 2 本・椅子 4 脚・電源 500w・コンセント 1 個・難燃テーブルクロス

\35,000（税別）

通常レンタル＆追加電源工事だと\51,900-の所、\35,000-でご提供！

オプション申請【照明セット】（基本セットに加え照明が付いたお得なセット！）
・基本セットお申込み時にご申請可能です
・スポットライト（3 個）・追加電源 1000ｗ（総量 1,500ｗ）

\25,000（税別）

施工オプション一部ご紹介

オプション申請【音響セット】（基本セットに加え音響が付いたお得なセット！）

\25,000（税別）

・基本セットお申込み時に申請可能です
・各 40W 相当小型スピーカー１対向
・出力用アンプ・有線マイク１本・追加電源 1000ｗ（総量 1,500ｗ）

オプション申請【モニター設置用部材取付】
・基本セットお申込み時に申請可能です。薄型 40 インチ程度までの重量制限です
・システムパネルにモニター壁掛け部材を追加できます
オプション申請【パラペット延長】
・基本セットお申込み時に申請可能です。ブース表面のパラペットを延長し、貴ブー
スの告知力を向上させます！+880mm で良く目立ちます！

\12,000（税別）
\6,500（税別）

【シンボルタワー（ＰＲタワー）／オブジェクト広告】（w2400×h2400）*照明付き
・キャラワンのシンボルでもあるＰＲタワーに貴社の広告を掲載できます！
数量限定でかつ取材にも映り込み易い後パブにも役立つ広告です。

\250,000（税別）

※出展者割引がございますので、詳しくは事務局までお問合せください。

広 告 プラ ン

【ホール内広告（自立ターポリン広告）】(w1200×h1800)*設置場所ご相談可！
・入場口や休憩所、自ブース誘導など様々な設置が可能なホール内広告はお持ち
帰り頂き、自社イベントなどでも再利用可能なターポリン仕様。
・まとめてお買い上げいただきキャラクター毎に並べてみるなどの使い方も可！

\90,000（税別）

※出展者割引がございますので、詳しくは事務局までお問合せください。

【ポスター広告／フライヤー設置】
・character1 会場内の壁面に貴社のポスターを１枚から貼付可能！休憩所やコスプレ
更衣室など来場客の視線に入りやすい広告プランが激安でご提供！
・フライヤースペースでの無人配布は登録料のみでご利用頂ける便利なプランです。
※こちらも出展者特価をご用意しておりますので、まずはご確認ください。お見積りを作成いたします。

【パンフレット広告】※表４、表３、本文など
・イベントパンフレットの店頭配布はイベント開催前の約１か月間。character1 では全
国の店舗様のご協力で約 4 万 5 千部のパンフレットを配布しております。
・パンフレットは多くの来場者様のお手元に記念として残るものでもあります。ぜひ形
に残る広告をご利用ください。
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ポスター展示

\10,000フライヤー登録

\5,000-

本文 1p (4c)
\100,000（税別）

■■お申込みにあたり■■

※各種プランは出展確定後にお届けする出展者マニュアルにて詳細ご案内いたします。
※事前にお見積り等を作成することも可能ですので遠慮なくご相談ください。
※消火器は防災規定上一定区画毎に設置をお願いしていますがブース出展料に含まれて
おりますので、個別にご用意の必要はありません。
※島買いプラン、大型出展プランのサイズはご相談可能です。（上記は一例です）
※土間代のみのお申込みで独自施工をされる場合でも電源等の基幹工事（一次工事）は指
定業者が行う必要がございます。掛かる費用がございますので予めご承知おきください。分
電盤から先の二次工事を自社手配で行うことは可能です。事務局までご相談ください。

施工プランのお申込みについて
従来、出展お申込み時に選択をお願いしておりました施工セットプランにつきましては今
回より、出展申込とは切り離して後日のお申込み取り扱いとさせて頂くことになりました。

共同ブース出展について
２社以上の事業者・ブランドが共同でブース出展することが可能です。その場合１ブース
からでもお申し込み頂けます。社名表示・請求書等の取り扱いに関しては、別途お問い
合せください。

パンフレット掲載について
出展申込書１通につき、パンフレット掲載１枠となります。そのため複数ブランドでのお申
込みで複数の枠を確保することをご希望の場合は複数枚の出展申込書をご提出くださ
い。ご不明な点がございましたら事務局までご相談ください。

各種割引について
出展仮申込割引、サポーター専用お買い物券割引等、各種割引につきましてはご請求
時に差し引かせて頂きます。割引内容につきましてはご請求前の見積書にてご提示、ご
確認頂きますのでご不明な点は事務局担当者までお問い合わせください。
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■■お申込みにあたり■■

●販売・配布物および制限事項について
《混雑対応について》
■混雑時における対応は、原則として各出展事業者様の方にご対応をお願い致します。予め
大きな混雑が予想される場合は、必ず対応要員をご準備頂く他、周辺ブースへの影響もご
ざいますので事務局まで事前にご相談下さい。また状況により、イベント運営スタッフが列
の整理・移動等を行う場合がございますが、その際はご協力をお願い致します。
■列形成時、自ブース前以外の場所を使用の際は必ずイベント運営スタッフへご相談下さい。

《制限事項》
■すべての販売物および展示物は都条例を含む法令および関係法規を遵守して頂くようお
願い致します。なお法令および関係法規に抵触するか否かの判断は事務局では行いませ
ん。
■character1 では全年齢を前提とした販売物、展示を推奨しております。ご判断に関してまし
てはあくまでも各出展事業者様のご判断を尊重致しますが、事務局側にて確認、検討の上、
ご相談をさせて頂く場合がございますのでその場合はご協力をお願い致します。
■未成年者を含む一般入場者に十分配慮した出展にご協力をお願い致します。販売にあた
っては対面販売を原則とし、必要に応じて年齢確認などの対応をお願い致します。
■後日販売される際に年齢制限等を設ける可能性のある商品の販売につきましてはより厳し
い制限に寄せた取り扱いをお願い致します。特にゲームの体験版、先行販売版などはイベ
ント当日時点で全年齢対象要素の内容物であったとしても後日年齢制限が設けられる予定
の商品の場合、年齢制限があるものとして販売、掲示等に関しご配慮をお願いしております。
■展示・販売物に関して、展示方法、および販売方法等で不明な点がございましたら、個別
に事務局までご相談下さい。
■時間指定での販売・配布または抽選、イベント（トークやサイン会）等、短時間に多数の来場
者が集中すると見込まれる企画を行う場合は、必ず事前に事務局までご連絡・ご相談をお
願い致します。会場の状況や運営上の判断により、実施や方法を検討させていただく場合
がございます。
■以下に抵触するものの販売、行為は原則禁止と致します。
－正式なライセンス契約に基づく製作が行われていない頒布物の販売・配布
－許可を得ていない自社ブース外での販売・配布・宣伝行為・メガホンやマイクの使用
－強引な販売・勧誘行為等
－その他現行法令に抵触するもの、事務局が適当でないと判断したもの

●免責事項
■主催者は、天災等不可抗力な事象による開催中止および開催不能の際、当該イベントに
おけるすべての損害、費用の増加および既納費用の返却について、これを免責と致します。
13

■■お申込みにあたり■■

●その他
■その他販売や搬入出など細かい規定、内容については出展確定後にお送りする出展者マ
ニュアルを必ずご確認下さい。

●装飾について
■装飾に際しては、消防法及び会場の利用規定を遵守してください。また、落下や転倒等が
起こらないよう十分にご注意下さい。
■パーテーションを越えての装飾（布をかける、屋根や天井を付ける等）や、スペースの枠外
に装飾物、出展物、私物などをはみ出して設置しないで下さい。会場設備、天井、柱等の
既存建築物を使用した装飾（貼り付け、吊り下げ、立てかけ、映像の投影等）は行えません。
■各出展ブースの開放面については社名板や商品ライトアップのため、各開放方向につき
1m を限度に照明などを張り出す設置を行えるものと致します。不明な点は事務局までお問
合せください。
■装飾にテープを利用する場合、弱粘性の物（養生用テープ、ビニールテープ等）を使用し
て下さい。備品や会場を汚損・破損した場合、別途補償をして頂きます。

●施工について
■管轄消防署および警察、会場からの指導・要請等により、出展方法の変更や撤去等をお願
いする場合がありますので、ご理解とご協力をよろしくお願い致します。
■分電盤には絶対に手を触れないで下さい。電源の「入・切」は指定業者が行います。
■閉会後は装飾物や出展物、施工物などを放置せず、ゴミなどは必ず全てお持ち帰り下さい。

●申込書について
お申込方法
別添の申込用紙をご記入の上、FAX又はメールもしくは郵送にてお申込下さい。
※ お手数ですがFAX送信後、念のためお電話にて到達確認頂けますようお願い致します。
※ 郵送でのお申込の場合は、ご確認のためコピー等を、お手元に残すようお願い致します。

＜本件に関するお問い合わせ＞
character1 JAPAN 事務局
是空（ゼクウ）、香川（カガワ）、渡久地（トクチ）、宮囿（ミヤソノ）
〒110-0005 東京都台東区上野 3-17-2 幸和ビル 2F
Tel：03-6820-8579 ・ FAX：03-6700-6753
公式 Web：http://www.character1.jp/ メール：info@character1.jp
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chara1 oct.2018 出展申込書
□

１次締切：2018年06月25日( 月)

《申込期限》 ２次締切：2018年08月08日(水)※予定

出展案内または担当営業の説明を受け、各種規定について納得しましたのでcharacter1への出展申込を行います。
「出展名」「twitter」「URL」はイベント告知の際公表可能なものをご記入ください。
事務局からのご案内、ご請求等は「社名・団体名」「担当者」「所在地」宛にご連絡します。

出展者情報
フリガナ

㊞

社名・団体名
フリガナ

出展名(ブース名)
フリガナ
(姓）

(名)

(姓）

(名)

（部署）

（役職）

（部署）

（役職）

代表者
フリガナ

担当者
担当者携帯

担当者E-mail

＠

twitter

URL

http://

フリガナ
〒

所在地
電話番号

FAX

① 出展申込

枠内よりいずれかの項目を選び、また小間数（又は平米数）の記載をお願いいたします。

金額(税別)

【出展申込】いずれかの出展方法をお選びください ※施工プランのお申込みは別途必要となります

□

¥160,000

【通常出展】（１小間サイズは約3m 3mとなります。施工プランは後日申請です）
【大小間出展・島買い】（島買い出展申込はこちらです4小間島からお申込み可能です）

□

【大小間出展・平米買い】（平米単位でご相談可能です。ご希望面積をご記入ください）

￥11,111/㎡

□

【ミニブース出展】（出展オプションを組み合わせることはできません。ご注意ください）

¥55,000

角小間希望

応募多数などで角小間配置とならなかった場合、返
有料（￥10,000） 金・取り消しとなります。なお、申込を頂かない場合
でも配置都合上角小間となる場合があります

□

痛車展示希望

９㎡まで無料
以降￥10,000/㎡

□

配置エリア希望

無料

特に希望が無い場合は事務局に一任頂きます

□

ブース隣接希望

無料

ブース隣接希望は両事業者からの希望が揃った場合の
み隣接配置となりますのでご注意ください

有料倉庫希望

小間島

￥480,000

平米相当

小間

ブース隣席希望欄は自由記入です。他の項目はいずれかを選んで○をしてください。

□

□

小間

（参考価格：4小間島時）

□

② 出展オプション

数量

レイアウト決定以降のご相談は一般枠へ展示頂きます

倉庫、専用休憩所として利用できますが原則として
有料（価格応相談） ブースとの隣接設置はありませんのでご注意ください
この倉庫での販売およびＰＲ活動はできません

希望する(有料) ・ 希望しない ・ 事務局に一任する

展示したい（

）台

・

予定はない

通常エリアを希望・男性向けを希望・女性向けを希望

相手方ブース名：
希望する平米数（

）㎡

・

希望しない

※基本セットや広告類のお申込は出展確定後に承ります。事前に合算のお見積が必要な場合はお気軽に事務局までご相談ください。
※申込多数時の抽選や小間数の調整については、事務局にご一任いただきます。
※角小間をご希望の場合有料(￥10,000)で確保いたします。なお事務局一任を選択時に角小間配置になっても追加料金は発生いたしません。
※有料倉庫の希望につきましては出展申込が優先となります。そのため確定平米数のご報告は会場配置確定後となります。
※仮申込みをいただいている場合でも本書にて本申込みが必要です。期日までに本申込みをいただけない場合仮申込みが取消となる場合があります。
※各種割引き、値引きにつきましては請求時に値引き項目にて対応させていただきます。
※事前請求では出展料のみご請求致します。出展オプションや施工プランは後請求となりますのでその旨ご承知おきください。
お申込方法
・記入欄に必要事項をご記入の上、ＦＡＸ又はメールもしくは郵送にてお申込下さい。その際、社判の押印を忘れずにお願いいたします。
・郵送でのお申込の場合は、ご確認の為コピー等をお手元に残すようお願いいたします。

【提出先・問合せ窓口】 character1 JAPAN 事務局 〒110-0005東京都台東区上野3-17-2-2F 担当：渡久地/是空/宮囿
E-Mail
TEL
ＦＡＸ
info@character1.jp
03-6820-8579
03-6700-6753
事
受付受理日
務
局
欄 □ 早割

備考

担当営業
※営業仲介の場合は必ずこの欄に担当者名をご記入ください。

□ 広告割

□ 出展割

□ サポチケ割

合計

