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『第42回 2018日本ホビーショー』 開催

世界最大級のハンドメイドイベント

今年のテーマはロマンティック

報道関係者各位

一般社団法人 日本ホビー協会 (会長:瀨戸 信昭、東京都台東区) は、3日間で来場者15万人を
集める世界最大級のハンドメイドイベント「第42回 2018日本ホビーショー」を、2018年4月26日 (木)
～28日 (土) 、東京ビッグサイトで開催します。

42回目となる今年は、「Discover Handmade ～ロマンティック～」をテーマに、ハンドメイドの持つ
ロマンティックな世界をご提案します。企業・団体・個人など約680ブースが出展を予定しており、展示・
販売・ワークショップ・ステージと様々な角度からハンドメイドの魅力をお見せします。

2018年4月26日(木) ～ 28日 (土) 東京ビッグサイト 東4～7ホール

今年は6番目のカテゴリとして、「フラワーWORLD」が新たに加わります。
ハーバリウムの流行やDIYが女性に浸透したこともあり、ハンドメイドの世界
にも花は欠かせない存在となりました。アレンジメントから、クレイフラワー、
アロマワックスバーなど様々なタイプのハンドメイドフラワーが揃います。
またステージでは、「シノラーキッズコンテスト」や「学生ハンドメイドグランプリ」

など、世代毎のハンドメイドの楽しみ方をご提案します。

日本ホビーショーは、2020年の東京オリンピックで「ものづくり日本」に注目が集まる今、世界へ向け、
ジャパンメイドのハンドメイドの魅力を発信していきます。

Avenue ROMANTIQUE イメージ

昨年のAvenueの様子

出 展 内 容

 Avenue ROMANTIQUE

 ワールド

• アート

• アクセサリー

• DIY

• ファッション

• フラワー

• ペーパー

 総合ホビー、メディア

 TOKYO Creation (個人クリエイター)

 ROMANTIQUE Salone

 Nail Street

 MAKERS’ Selection

 海外エリア

 ワークショップエリア

 クラフトレクリエーション (シルバー向け提案)

 キッズクリエイション (子供向けワークショップ)



新企画！ 『 シノラーキッズコンテスト 2018 』

日本ホビー協会ハンドメイド普及実行委員長である、タレント・衣装
デザイナーの篠原ともえさん。90年代後半、個性的なファッションと底抜け
に明るいキャラクターで人気を博しました。街にはそのスタイルを真似した
「シノラー」と呼ばれる若者が溢れ、男シノラーや親父シノラーも登場する
社会現象となりました。

シノラーファッションは、可愛くて元気が出るアイテムをたくさん身につけ、
自分も周りも、パーっと明るくします！日本ホビーショーでは、篠原さんと
共に、お子様のシノラーファッションを通して、「作る楽しさ」「身に付ける楽
しさ」「見せる楽しさ」を満喫していただくステージをお届けします。

2018年のテーマは 『 ロマンティック 』

日本ホビーショーでは、『Discover Handmade』と題して、毎年
ハンドメイドの新しい魅力をご提案しております。今年、ガイド役の
フェアリーが舞い降りたのは、キラキラと輝く靴でした。

繊細なハンドメイドに触れることで感じる幸福感。甘美で優雅な
空間で過ごす、うっとりするような時間。何気ない日常が、好きな
素材や丁寧な手づくりによって、魅力的で特別なものになる。そんな
『ロマンティック』なひとときを生み出すハンドメイドを、日本ホビーショー
でお見せします。

今年のキービジュアルでは、女性の持つトキメキや憧れを「キラキラ
輝く靴」で表現しました。レジンで制作したモチーフから放つ深く青い
輝きは、ハンドメイドの可能性を表しています。

当日会場に展示いたしますので、日常をロマンティック変えるハンド
メイドの魔法を、その目でご確認ください。

4月28日 (土) 14:00～ 特設ステージで開催

4月28日 (土) 14:00～、日本ホビーショー内の特設ステージで、0歳～9歳のお子様のシノラー
ファッションを競うコンテストを行います。1位のお子様には、デザイナー篠原さんが 『あなただけのドレス』
をコーディネートし、プレゼントいたします。

・対 象 ：0歳～9歳のシノラーファッションを身につけた男児・女児
(シノラーファッションは既製品のコーディネートのみも可)

・条 件 ：保護者と14:00～特設ステージで行われるコンテストに
登壇できること

・参加方法：2018年4月28日(土) 11:00、日本ホビーショー会場
正面入口に集合

・1位副賞 ：篠原さんがコーディネート！ 『あなただけのドレス』

※ 詳細は、日本ホビーショー公式ホームページをご確認ください。
https://hobbyshow.jp/

開催概要

https://hobbyshow.jp/


高齢者の余暇活動に占める時間は多く、70歳以上では1日の半分が自由な時間と言われて
おり、高齢者や介護施設向けレクリエーションのニーズが高まっています。指先や想像力を使う
ハンドメイドは、認知症対策として、また、座ったままできるレクリエー
ションとしてお薦めです。

地味な印象を受けがちな高齢者向けレクリエーションですが、日本
ホビーショーでは、「喜び」「楽しみ」「ときめき」に繋がるレクリエーション
をご提案します。気持ちの上がるラインナップをご確認ください。

また、同時開催の「ホビークッキングフェア」では、『第4回介護食品・
スマイルケア食コンクール』の受賞賞品の展示も行います。超高齢化社会に笑顔を届けるご提案
が満載です。

高齢者・介護施設向け クラフトレクリエーション

『木目込み人形』
喜ばれる手作りの贈り物
木製の型に布を押し込み制作
人形の田辺

『スタンプアートこいのぼり』
グループ制作や、
季節の壁面装飾に～
株式会社ツキネコ

あきらめていた編み物を再び！
『ユニバーサルかぎ針』 手編みサロンあみ～ちぇ

シニアのための エコでお洒落なアート
『プランティングフラワー』 プランティングフラワー協会

病気や加齢などで、編み物ができなくなった方
のために、元看護師で編み物講師が開発した
かぎ針をご紹介。手や指に力を入れずに編むこと
ができるため、片側に麻痺がある方や座位保持
が可能な車椅子の方にも
楽しんでいただけます。

鎖編みとピコットを繰り
返す簡単な編み方で、
お洒落な作品が可能です。

花束のラッピングペーパーとダンボールを用いて
作る半立体花。予算をかけられ
ない介護施設でのアクティビティ
にお薦めのクラフトです。麻痺や
認知症のある方にも楽しんでい
ただけます。

＜導入事例＞
・東京都立川市内のデイサービス
・横浜市今宿地域ケアプラザのデイサービス
・神奈川県地域密着型デイサービス併設カフェの等

『ポチ袋・封筒作り』
眠っている包装紙で作りませんか？
お子様も一緒に楽しめます
Kuretake

『ハーバリウム』
トレンドと癒やしをミックス
ヒロスタイルサノフラワー
デザインスクール

『簡単ポシェット作り』
ダンボールで織り機も作成！
楽習フォーラム／
オールアバウトライフワークス

『サンドアート』
進化した砂絵
指で砂を載せて描きます
koeido-HOBBY(株)光栄堂

『リボンアイテム』
針と糸を使わないので安全
バッグ等に付けお洒落に！
M-Style Ribbon Class®



開 催 概 要

名称： 第42回 2018 日本ホビーショー

期間： 2018年 4月26日 (木) ～ 28日 (土) 

時間： 10:00～18:00 ※28日は17時まで

会場： 東京国際展示場 (東京ビッグサイト) 東展示棟 東4・5・6・7ホール

入場料： 前売1,200円 (各プレイガイドで発売中) ／当日1,500円
高校生以下のお子様無料、障害者手帳をお持ちの方とその介護者各1名無料
3日間共通券
前売券・当日券共に、同時開催イベントに入場可能

同時開催： 東4ホール 第11回ホビークッキングフェア2018 (26日～28日)
東7ホール minneのハンドメイドマーケット2018 (27日～29日)
※東7ホールは開催期間が異なりますので、ご注意ください

公式Webサイト： https://hobbyshow.jp/

主催： 一般社団法人 日本ホビー協会

後援： 経済産業省／文部科学省／東京都／日本商工会議所／公益社団法人
日本PTA全国協議会／公益社団法人 インテリア産業協会

協賛： The Association For Creative Industries (AFCI)／一般社団法人
全日本文具協会／公益社団法人 日本家庭園芸普及協会／一般社団法人
日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会／日本釦服飾手芸卸協同組合連合会／協同
組合全国花材流通協会／一般社団法人 日本縫製機械工業会／公益財団
法人 日本手芸普及協会

一般のお問合先： 日本ホビーショー 運営担当室
TEL：03-5206-5499 (10:00～18:00 土日祝を除く)
E-mail：hobbyshow@hobby.or.jp

＜本件に関するお問合わせ先＞

日本ホビーショー 広報事務局 (ウィタン アソシエイツ株式会社内)

TEL：03-5544-8483 (10:00～18:00 土日祝を除く)

FAX：03-3586-0662

E-mail：hobbyshow-pr@witan.co.jp
担当：野島

一般社団法人 日本ホビー協会

• 名称：一般社団法人日本ホビー協会

• 会長：瀨戸 信昭

• 住所：東京都台東区柳橋2-2-2 リブラ柳橋Ⅱ 4F

• 設立：1976年

• URL：http://hobby.or.jp/

http://hobby.or.jp/

