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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

最新・流行のハンドメイドが勢揃い

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、2018年4月26日 (木)
～ 28日 (土) 、東京ビッグサイトで「第42回 2018日本ホビーショー」を開催します。

日本ホビーショーは、メーカー、小売、クリエイター、ハンドメイドファン、講師、バイヤーが一同に集まる
世界最大級のハンドメイドの祭典で、見て、買って、体験することができます。
今年は、企業・団体・個人など約750ブースが出展を予定しており、
最新のハンドメイドや流行のハンドメイドが揃います。
目玉のハンドメイドを体験できるワークショップは、毎日、100講座

以上が行われ、初心者から上級者まで楽しめるトレンド捉えたライン
ナップとなっております。尚、ワークショップの事前予約の受付けを、
3月20日から、公式Webサイト (https://hobbyshow.jp/) で
開始します。

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、世界へ向けて、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。

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

出 展 内 容

 Avenue ROMANTIQUE
 WORLD

• 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
 ワークショップエリア
 クラフトレクリエーション (介護施設向け提案)
 キッズクリエイション (子供向けワークショップ)

新たに加わる「フラワーWORLD」
これまでにも花を使ったハンドメイドは人気がありましたが、昨年から

のハーバリウムの大流行や、人気が定着したレジンの素材として花材の

需要が高まっています。また、デコキャンドルやアロマワックスバーなど、

花を使ったハンドメイドに注目が集まり、ハンドメイドに花材は無くては

ならないものになりました。

日本ホビーショーでは、今年から、新たに6番目のカテゴリとして、

「フラワーWORLD」が加わります。ドライ、アーティフィシャル、シルク、

プリザーブドなど、ハンドメイドに取り入れ易い花材が揃います。

ワークショップでは、花の扱い方やアレンジメントのコツを学べる他、

花を使った流行のハンドメイドを体験することができます。ハーバリウムのワークショップ 「アンナサッカ」



Tシャツヤーンの世界的な大流行、進化する刺繍、糸・紐・リボンを自由な発想で新しいハンドメイドへと
展開させる提案など、新しい動きが起きています。また、日本の伝統的な手仕事や素材がインスタ映えする
お洒落なハンドメイドへと変化を遂げ、若い世代を取り込みながら広まり始めています。日本ホビーショーでは、
最先端のハンドメイドが勢揃いし、その魅力をお楽しみいただきます。

糸・紐・ヤーン・リボンを使ったハンドメイドの新しい流行

シルク糸 『Soie et (ソワエ) 』 で作る糸巻きボタン。
糸の新しい使い方をご提案します。ワークショップでは、
出来上がったボタンをお花のブローチに仕上げます。

「株式会社フジックス」

お子様のお受験面接用ベストや、セレモニーニットの
オーダーを始めます。会場ではサンプルのフィッティングが
できます。手作りを上手に取り入れるご提案です。

「ハマナカ株式会社」

人気刺繍作家「atsumi」氏とコラボした新感覚ファブ
リック。オリジナルプリント生地に、ぬり絵のように刺繍
することで立体的でカラフルに仕上がります。

「株式会社ルシアン」 「DMC」

世界的に大流行しているTシャツヤーン『ズパゲッティ』。
会場には、柄モノや豊富なカラーのヤーンが揃います。
ステージでのデモンストレーションも見どころです。

上質な糸を使って作る刺し子。伝統的なものから、
現代的なお洒落なデザインまで豊富なキットが揃って
います。インスタ映えする刺し子が人気です。

「オリムパス製絲株式会社」

１本のリボンから 「針と糸を使わず」 作り上げる大人
可愛いカスタマイズリボン。ワークショップでは、バッグを
デコレーションしていきます。

「 M-Style Ribbon Class® 」

塩化ビニル製で表面に光沢のある帯状のテープ
『ラ メルヘン・テープ』を使って、バッグや小物を作ります。
クラス感のあるお洒落な作品作りを提案します。

「メルヘンアート」「DARUMA」

下糸がセットになったミシン糸。下糸をボビンに巻き
替える手間がなく、下糸ボビンを上糸にはめ込むことが
できるのでスマートな保管が可能です。



「PMCハートプロジェクト」は、東日本大震災のあった2011年、銀粘
土講師の会「PMCギルドジャパン」の会員から、銀粘土で作ったチャー
ムを提供してもらい一つのチェーンにつなげた作品をオークションにかけ、
その売り上げを東北に届けたことが始まりでした。
現在では、会員から提供してもらったチャリティ用作品の販売と、使

わなくなったり、失敗した銀粘土作品を『募銀箱 (ぼぎんばこ) 』に募
銀してもらい、換金した収益金をRainbowChildrenJapan、熊本
県義援金口座、あしなが育英会などへ募金する活動をおこなっており
ます。今年は、みちのく未来基金へ募金する予定です。
会場では、チャリティ作品の販売と、要らなくなったスクラップ銀を提供

してもうらう『募銀箱』の設置を行います。

MAKERS’ Selection (メイカーズ セレクション)

2016年、2017年とパシフィコ横浜で開催してきたクリエイター
を支援するハンドメイドイベント 「Handmade MAKERS’」から、
今を時めくクリエイター約50名をセレクトし、作品の展示・販売を
行います。
自らが作品情報を発信し、ファンとのコミュニケーションを行い、

そのブランドの魅力を伝えていく新しいタイプの作家たちです。
会場では、クリエイターとそのファンたちの熱気を感じてください！

PMCハートプロジェクト 「三菱マテリアルトレーディング×PMCギルドジャパン」

フェリシモ ハッピー トイズプロジェクト 「フェリシモ」

阪神淡路大震災をきっかけに、「好きな手づくりで世界中の子どもたちを笑顔にしたい」との思いで
1997年に始まった 「フェリシモ ハッピートイズ プロジェクト」。手作りのぬいぐるみを国内外の子どもたち
に贈る活動は、今年で22年目を迎えます。同時多発テロの後はニューヨークの子どもたちへ395体以
上が、また、東日本大震災の後には東北の被災地の子どもたちへ7,200体以上が贈られ、これまでに
52の国と地域に、「笑顔の親善大使」として旅立っていきました。

フェリシモでは、毎年、今年のキャラクターの「パッチワーク」と「かぎ針編み」の
ぬいぐるみの型紙と編み図を販売し、お気に入りの布や毛糸を使って、楽しみ
ながら誰かをハッピーにする活動を提案しています。
会場には、歴代のキャラクターと、参加者が

手作りした昨年のキャラクター「明るいワンちゃん」
が勢揃いします。
また、4月27日 (金) には、本プロジェクトに

賛同している女優・タレントの奥山佳恵さんに
よる、今年のキャラクター「愛くるしいパンダくん」の
ワークショップも開催します。

モンゴルの小学校へ寄贈された「笑顔の親善大使」

愛情のこもった手作りの作品には人を笑顔にする力があります。そんなハンドメイドの力を借りて社会
貢献を行う企業があります。日本ホビーショーでは、ハンドメイドで笑顔を届ける活動を応援します。

ハンドメイドで社会貢献



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

大人のDIY 「佐田工務店」
DIYを全国に広めるために結成した集団「佐田工務店」。棟梁はよしもと芸人、

バッドボーイズの佐田正樹さん。全国各地でその技術とアイデアを披露しています。
日本ホビーショーでは、DIYで出来るリノベーションから家具の製作まで、

『大人のDIY』として、素敵な時間を過ごすための空間作りを実演披露します。
女性がチャレンジできる本格的なDIYアイデアや、最新のペイント情報、電動
工具の使い方など、女性のセンスを活かせるDIYを提案します。
また、全国各地を周るためにDIYでカスタマイズした移動車、「佐田工務店

初号機」も展示します。 新車を味のある年代物の車に変える技術を、その
目でご確認ください。

＜ステージ＞
4月27日 (金) 15:00 ～ 16:00
「面白素材でリノベーション！楽しくハッピーな空間作り」
バッドボーイズの佐田正樹さんと、ガリットチュウの福島善成
さん、さらに、劇団チームエヌズがコラボして、コント演劇で
賃貸でも使える面白商品をご紹介します。

＜ワークショップ＞
・iPhone用ウッドスピーカー
・古材を使ったツールボックス 他

佐田工務店 初号機


