
店名 代表者名

2022年10月7日（金）10時～17時／9日（日）10時～17時
第1回骨董グランデにご出店くださった方で変更がない場合は、店名とーー線より下をお書きいただくだけで結構です。

電話 携帯

FAX

HPアドレス

Email

住所

骨董グランデ 出店申込用紙

車両番号
ナンバープレート 車種

車高どちらかに〇　 2.1ｍ以上　　2.1ｍ以下

お取扱商品

1ブース
半ブース
1スタンド

販売員

古物商番号

希望ブース 〇印をお付けください

什器申込（荷物置、チケット含む）
什器番号 数量什器名 金額

●1ブース 4名
●半ブース
　スタンドブース
 　2名まで

代表者含む

ポスター　　　   枚
チラシB5　　　  枚
DM　　　　　　枚

フライヤー希望枚数

5時　6時　7時　8時 宅配便利用
搬入希望時間

振込金額

ブース代

この申込用紙は、FAX、Email、郵送でお送り下さい。
FAX : 03-6704-5109    Email : contact@antique-grande.com　
郵送での送り先　
〒171-0031 東京都豊島区目白３丁目１４-８-1F　LUNCO

開催主旨を守ります。　ご署名

什器小計

〒

❷

❶

❶＋❷

東京ビッグサイト西展示場3

主催：骨董グランデ実行委員会 事務局
171-0022　東京都豊島区南池袋2-7-5-2003
電話　070-3828-8623　　Eメール　contact@antique-grande.com
中村　みゆき　永田　欄子
HP　http://antique-grande.com/　

2022年10月7日（金）・8日（土）・9日（日）
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会期 
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　おかげさまで「骨董グランデ」は第2回を開催することとなりました。

これはひとえに、前途も見えない第1回「骨董グランデ」にご参加くだ

さった皆様のご協力の賜物だと感謝しております。誠にありがとうご

ざいました。

　骨董・アンティークにはさまざまな種類があり、さまざまな歴史の

物を、さまざまな人たちが扱っています。「骨董グランデ」はそんなさ

まざまが共存できる骨董・アンティーク催事であることを目指してい

ます。

　古くから骨董・アンティークを扱ってきた人も、この間始めた人や

若い人も、誰もが参加できる「骨董グランデ」に次回もどうかご参加く

ださい。

　2回目からの初参加でも、もちろん大歓迎です。

　それぞれが認めあえる、そんな「骨董グランデ」は、これからも、も

っと楽しく存続していきたいと願っております。

　是非とも皆様のご出店をお待ちいたしております。

名 称  骨董グランデ／Antique Grande
主 催 骨董グランデ実行委員会事務局
開催期間 2022年10月7日（金）10時～17時
 　　　　10月8日（土）10時～17時
 　　　　10月9日（日）10時～17時
入場料金 前売り800円 当日1,000円（共に3日間有効）

新型コロナウイルス拡大による中止の場合
緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置が公示され、東京ビッグサイトより開催中止を要請された場合は、
次回に繰り越し、または全額返金いたします。尚、返金による振り込み手数料は、ご負担いただきます。
また、出店者の都合でキャンセルした場合は、1か月前までなら無料。1週間前までなら50％、
前々日、前日及び当日の場合は、出店料、什器代は返金いたしません。

ローソンチケットにて販売。

開催趣旨

搬入時間：10月7日（金）午前5時～10時
午前5時以前の搬入は線引きや什器設営に支障をきたすため、お断りいたします。
搬出時間：10月9日午後6時～9時
搬出作業はお客様の退出が終る午後5時までは絶対にしないでください。 

（全てのブースで、共同出店はお断りいたします。知り合いの業者さんと隣
合わせを希望する場合は、お申し出ください。但しご要望に沿いかねる場合
もございます。）

搬入時の入館の際には、必ず事務局発行のネームプレートをお付けください。
ネームプレートの発行は1ブース4枚、半ブース2枚、1スタンドは1枚までとさ
せていただきます。この枚数以上のネームプレートを希望する場合はご相談く
ださい。事務局が必要と判断した場合にのみ有料（500円）で発行いたします。

宅配便で荷物を送られる方は、10月6日、19時～21時を指定してください。
また、荷物には、ブース番号を忘れずにお書きください。電話番号は、ご自分
の携帯番号にしてください。
送り先▶〒135-0063 　東京都江東区有明３丁目１１ー１ 
　　　　東京国際展示場西展示棟4F　骨董グランデ

●1ブース・・幅4.4×奥行2ｍ
　75,000円（税込）

●半ブース・・幅2.2×奥行2ｍ
　42,000円（税込）

●1スタンドブース・・幅2×奥行1.5ｍ
　（1.5×0.6メートルのテーブルと椅子1脚付）
　30,000円（税込）
　テーブルと椅子を不使用の場合も、
　料金は同じです。

3日間の出店料金 とブースサイズ

搬入出

搬入時の入館について

宅配便について

2ｍ
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2ｍ
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49▶ 荷物置き場
会議室の1部屋を荷物室にする予定です。1区画1×0.8メートルです。荷物室は5階
の会議場です。エレベーターをご使用いただくことになります。
1区画のご使用料金は2,600円となります。荷物室は、お申し込み順とさせていただきます。
標準的なサイズの（55×40㎝）の段ボールで3列5段程度置くことができます。

 1▶ W180×D60×H92 (cm)両開き・・・・・・・・・ 16,000円
 2▶ W180×D60×H92 (cm)後ろ開き・・・・・・ 16,000円
 3▶ W150×D60×H92 (cm)両開き・・・・・・・・・ 14,000円
 4▶ W150×D60×H92 (cm)後ろ開き・・・・・・ 14,000円
 5▶ W120×D60×H92 (cm)両開きのみ・・・ 16,000円
(W120は数が少ないため、締め切らせていただくことがあります）

 6▶ W120×D45×H150 (cm)・・・21,000円
7▶ W120×D45×H180 (cm)・・・24,000円

20▶ W120 (cm)・・・2,000円
21▶ W90 (cm)・・・・・1,900円

30▶ W90×H210 (cm)・・・・2,800円
31▶ W45×H210 (cm)・・・・2,000円

33▶ W150×D60×H95 (cm)・・・26,000円
34▶ W60×D60×H150 (cm)・・・26,000円

35▶ W60×D60×H180 (cm)・・・26,000円

50▶ 前売チケット1枚500円です。 51▶ 1日…2,000円、3日…6,000円

36▶ 赤1ブース・・・・・・・・・・・・・・・ 28,000円
37▶ 赤半ブース・・・・・・・・・・・・・・ 15,000円
38▶ 赤1スタンド・・・・・・・・・・・・・ 12,000円

42▶ 姿見・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,000円
43▶ 卓上鏡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,000円
44▶ スポット（LED6W4灯付）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9,000円
45▶ 1畳たたみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,000円
46▶ 半畳たたみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,500円
電源 ガラスケース、宝飾ケース等は電源込みです。
47▶ ケース等をお申込みの方で、ケース以外に電源をお使いになる場合・・・・・・・・・・・ 2,500円
48▶ 電源のみお使いになる場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6,000円

39▶ ブルー1ブース・・・・・・・・・・・・・・・ 28,000円
40▶ ブルー半ブース・・・・・・・・・・・・・・ 15,000円
41▶ ブルー1スタンド・・・・・・・・・・・・・ 12,000円

32▶ パイプ椅子・・・500円

29▶ W120×D54×H150 (cm)・・・6,000円

 8▶ W180×D60×H70 (cm)・・・2,300円
 9▶ W180×D45×H70 (cm)・・・2,100円
 10▶ W150×D60×H70 (cm)・・・2,100円
 11▶ W150×D45×H70 (cm)・・・1,900円
 12▶ W120×D60×H70 (cm)・・・1,900円
 13▶ W120×D45×H70 (cm)・・・1,800円

14▶ W180×D60×H85 (cm)・・・2,500円
15▶ W180×D45×H85 (cm)・・・2,300円
16▶ W150×D60×H85 (cm)・・・2,300円
17▶ W150×D45×H85 (cm)・・・2,100円
18▶ W120×D60×H85 (cm)・・・2,100円
19▶ W120×D45×H85 (cm)・・・2,000円

22▶ システムラックW90×D60・・・・・2,400円
23▶ システムラックW120×D60・・・・・3,800円
システムラックは、重い布がかけられます。高さは145～220です。

24▶ 衣桁・・・3,000円
25▶ 鐘木H150・・・500円
26▶ 鐘木H120・・・500円
27▶ 鐘木H90・・・・・400円
28▶ 鐘木H60・・・・・300円

什 器

Gケース

料金は全て税込みです。

ハイGケース

ハンガーラック

袖パネル パイプ椅子

宝飾ケース

タワーケース

荷物置き場

追加チケット 駐車料

絨毯（ブース内に赤かブルーの絨毯を敷くことができます）

3段棚

テーブル（高さ70cm） ハイテーブル（高さ85cm）



　おかげさまで「骨董グランデ」は第2回を開催することとなりました。

これはひとえに、前途も見えない第1回「骨董グランデ」にご参加くだ

さった皆様のご協力の賜物だと感謝しております。誠にありがとうご

ざいました。

　骨董・アンティークにはさまざまな種類があり、さまざまな歴史の

物を、さまざまな人たちが扱っています。「骨董グランデ」はそんなさ

まざまが共存できる骨董・アンティーク催事であることを目指してい

ます。

　古くから骨董・アンティークを扱ってきた人も、この間始めた人や

若い人も、誰もが参加できる「骨董グランデ」に次回もどうかご参加く

ださい。

　2回目からの初参加でも、もちろん大歓迎です。

　それぞれが認めあえる、そんな「骨董グランデ」は、これからも、も

っと楽しく存続していきたいと願っております。

　是非とも皆様のご出店をお待ちいたしております。

名 称  骨董グランデ／Antique Grande
主 催 骨董グランデ実行委員会事務局
開催期間 2022年10月7日（金）10時～17時
 　　　　10月8日（土）10時～17時
 　　　　10月9日（日）10時～17時
入場料金 前売り800円 当日1,000円（共に3日間有効）

新型コロナウイルス拡大による中止の場合
緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置が公示され、東京ビッグサイトより開催中止を要請された場合は、
次回に繰り越し、または全額返金いたします。尚、返金による振り込み手数料は、ご負担いただきます。
また、出店者の都合でキャンセルした場合は、1か月前までなら無料。1週間前までなら50％、
前々日、前日及び当日の場合は、出店料、什器代は返金いたしません。

ローソンチケットにて販売。

開催趣旨

搬入時間：10月7日（金）午前5時～10時
午前5時以前の搬入は線引きや什器設営に支障をきたすため、お断りいたします。
搬出時間：10月9日午後6時～9時
搬出作業はお客様の退出が終る午後5時までは絶対にしないでください。 

（全てのブースで、共同出店はお断りいたします。知り合いの業者さんと隣
合わせを希望する場合は、お申し出ください。但しご要望に沿いかねる場合
もございます。）

搬入時の入館の際には、必ず事務局発行のネームプレートをお付けください。
ネームプレートの発行は1ブース4枚、半ブース2枚、1スタンドは1枚までとさ
せていただきます。この枚数以上のネームプレートを希望する場合はご相談く
ださい。事務局が必要と判断した場合にのみ有料（500円）で発行いたします。

宅配便で荷物を送られる方は、10月6日、19時～21時を指定してください。
また、荷物には、ブース番号を忘れずにお書きください。電話番号は、ご自分
の携帯番号にしてください。
送り先▶〒135-0063 　東京都江東区有明３丁目１１ー１ 
　　　　東京国際展示場西展示棟4F　骨董グランデ

●1ブース・・幅4.4×奥行2ｍ
　75,000円（税込）

●半ブース・・幅2.2×奥行2ｍ
　42,000円（税込）

●1スタンドブース・・幅2×奥行1.5ｍ
　（1.5×0.6メートルのテーブルと椅子1脚付）
　30,000円（税込）
　テーブルと椅子を不使用の場合も、
　料金は同じです。

3日間の出店料金 とブースサイズ

搬入出

搬入時の入館について

宅配便について

2ｍ

4.4ｍ

2ｍ

2.2ｍ

1.5ｍ

2ｍ
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49▶ 荷物置き場
会議室の1部屋を荷物室にする予定です。1区画1×0.8メートルです。荷物室は5階
の会議場です。エレベーターをご使用いただくことになります。
1区画のご使用料金は2,600円となります。荷物室は、お申し込み順とさせていただきます。
標準的なサイズの（55×40㎝）の段ボールで3列5段程度置くことができます。

 1▶ W180×D60×H92 (cm)両開き・・・・・・・・・ 16,000円
 2▶ W180×D60×H92 (cm)後ろ開き・・・・・・ 16,000円
 3▶ W150×D60×H92 (cm)両開き・・・・・・・・・ 14,000円
 4▶ W150×D60×H92 (cm)後ろ開き・・・・・・ 14,000円
 5▶ W120×D60×H92 (cm)両開きのみ・・・ 16,000円
(W120は数が少ないため、締め切らせていただくことがあります）

 6▶ W120×D45×H150 (cm)・・・21,000円
7▶ W120×D45×H180 (cm)・・・24,000円

20▶ W120 (cm)・・・2,000円
21▶ W90 (cm)・・・・・1,900円

30▶ W90×H210 (cm)・・・・2,800円
31▶ W45×H210 (cm)・・・・2,000円

33▶ W150×D60×H95 (cm)・・・26,000円
34▶ W60×D60×H150 (cm)・・・26,000円

35▶ W60×D60×H180 (cm)・・・26,000円

50▶ 前売チケット1枚500円です。 51▶ 1日…2,000円、3日…6,000円

36▶ 赤1ブース・・・・・・・・・・・・・・・ 28,000円
37▶ 赤半ブース・・・・・・・・・・・・・・ 15,000円
38▶ 赤1スタンド・・・・・・・・・・・・・ 12,000円

42▶ 姿見・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,000円
43▶ 卓上鏡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,000円
44▶ スポット（LED6W4灯付）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9,000円
45▶ 1畳たたみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,000円
46▶ 半畳たたみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,500円
電源 ガラスケース、宝飾ケース等は電源込みです。
47▶ ケース等をお申込みの方で、ケース以外に電源をお使いになる場合・・・・・・・・・・・ 2,500円
48▶ 電源のみお使いになる場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6,000円

39▶ ブルー1ブース・・・・・・・・・・・・・・・ 28,000円
40▶ ブルー半ブース・・・・・・・・・・・・・・ 15,000円
41▶ ブルー1スタンド・・・・・・・・・・・・・ 12,000円

32▶ パイプ椅子・・・500円

29▶ W120×D54×H150 (cm)・・・6,000円

 8▶ W180×D60×H70 (cm)・・・2,300円
 9▶ W180×D45×H70 (cm)・・・2,100円
 10▶ W150×D60×H70 (cm)・・・2,100円
 11▶ W150×D45×H70 (cm)・・・1,900円
 12▶ W120×D60×H70 (cm)・・・1,900円
 13▶ W120×D45×H70 (cm)・・・1,800円

14▶ W180×D60×H85 (cm)・・・2,500円
15▶ W180×D45×H85 (cm)・・・2,300円
16▶ W150×D60×H85 (cm)・・・2,300円
17▶ W150×D45×H85 (cm)・・・2,100円
18▶ W120×D60×H85 (cm)・・・2,100円
19▶ W120×D45×H85 (cm)・・・2,000円

22▶ システムラックW90×D60・・・・・2,400円
23▶ システムラックW120×D60・・・・・3,800円
システムラックは、重い布がかけられます。高さは145～220です。

24▶ 衣桁・・・3,000円
25▶ 鐘木H150・・・500円
26▶ 鐘木H120・・・500円
27▶ 鐘木H90・・・・・400円
28▶ 鐘木H60・・・・・300円

什 器

Gケース

料金は全て税込みです。

ハイGケース

ハンガーラック

袖パネル パイプ椅子

宝飾ケース

タワーケース

荷物置き場

追加チケット 駐車料

絨毯（ブース内に赤かブルーの絨毯を敷くことができます）

3段棚

テーブル（高さ70cm） ハイテーブル（高さ85cm）
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49▶ 荷物置き場
会議室の1部屋を荷物室にする予定です。1区画1×0.8メートルです。荷物室は5階
の会議場です。エレベーターをご使用いただくことになります。
1区画のご使用料金は2,600円となります。荷物室は、お申し込み順とさせていただきます。
標準的なサイズの（55×40㎝）の段ボールで3列5段程度置くことができます。

 1▶ W180×D60×H92 (cm)両開き・・・・・・・・・ 16,000円
 2▶ W180×D60×H92 (cm)後ろ開き・・・・・・ 16,000円
 3▶ W150×D60×H92 (cm)両開き・・・・・・・・・ 14,000円
 4▶ W150×D60×H92 (cm)後ろ開き・・・・・・ 14,000円
 5▶ W120×D60×H92 (cm)両開きのみ・・・ 16,000円
(W120は数が少ないため、締め切らせていただくことがあります）

 6▶ W120×D45×H150 (cm)・・・21,000円
7▶ W120×D45×H180 (cm)・・・24,000円

20▶ W120 (cm)・・・2,000円
21▶ W90 (cm)・・・・・1,900円

30▶ W90×H210 (cm)・・・・2,800円
31▶ W45×H210 (cm)・・・・2,000円

33▶ W150×D60×H95 (cm)・・・26,000円
34▶ W60×D60×H150 (cm)・・・26,000円

35▶ W60×D60×H180 (cm)・・・26,000円

50▶ 前売チケット1枚500円です。 51▶ 1日…2,000円、3日…6,000円

36▶ 赤1ブース・・・・・・・・・・・・・・・ 28,000円
37▶ 赤半ブース・・・・・・・・・・・・・・ 15,000円
38▶ 赤1スタンド・・・・・・・・・・・・・ 12,000円

42▶ 姿見・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,000円
43▶ 卓上鏡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,000円
44▶ スポット（LED6W4灯付）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9,000円
45▶ 1畳たたみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,000円
46▶ 半畳たたみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,500円
電源 ガラスケース、宝飾ケース等は電源込みです。
47▶ ケース等をお申込みの方で、ケース以外に電源をお使いになる場合・・・・・・・・・・・ 2,500円
48▶ 電源のみお使いになる場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6,000円

39▶ ブルー1ブース・・・・・・・・・・・・・・・ 28,000円
40▶ ブルー半ブース・・・・・・・・・・・・・・ 15,000円
41▶ ブルー1スタンド・・・・・・・・・・・・・ 12,000円

32▶ パイプ椅子・・・500円

29▶ W120×D54×H150 (cm)・・・6,000円

 8▶ W180×D60×H70 (cm)・・・2,300円
 9▶ W180×D45×H70 (cm)・・・2,100円
 10▶ W150×D60×H70 (cm)・・・2,100円
 11▶ W150×D45×H70 (cm)・・・1,900円
 12▶ W120×D60×H70 (cm)・・・1,900円
 13▶ W120×D45×H70 (cm)・・・1,800円

14▶ W180×D60×H85 (cm)・・・2,500円
15▶ W180×D45×H85 (cm)・・・2,300円
16▶ W150×D60×H85 (cm)・・・2,300円
17▶ W150×D45×H85 (cm)・・・2,100円
18▶ W120×D60×H85 (cm)・・・2,100円
19▶ W120×D45×H85 (cm)・・・2,000円

22▶ システムラックW90×D60・・・・・2,400円
23▶ システムラックW120×D60・・・・・3,800円
システムラックは、重い布がかけられます。高さは145～220です。

24▶ 衣桁・・・3,000円
25▶ 鐘木H150・・・500円
26▶ 鐘木H120・・・500円
27▶ 鐘木H90・・・・・400円
28▶ 鐘木H60・・・・・300円

什 器

Gケース

料金は全て税込みです。

ハイGケース

ハンガーラック

袖パネル パイプ椅子

宝飾ケース

タワーケース

荷物置き場

追加チケット 駐車料

絨毯（ブース内に赤かブルーの絨毯を敷くことができます）

3段棚

テーブル（高さ70cm） ハイテーブル（高さ85cm）
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49▶ 荷物置き場
会議室の1部屋を荷物室にする予定です。1区画1×0.8メートルです。荷物室は5階
の会議場です。エレベーターをご使用いただくことになります。
1区画のご使用料金は2,600円となります。荷物室は、お申し込み順とさせていただきます。
標準的なサイズの（55×40㎝）の段ボールで3列5段程度置くことができます。

 1▶ W180×D60×H92 (cm)両開き・・・・・・・・・ 16,000円
 2▶ W180×D60×H92 (cm)後ろ開き・・・・・・ 16,000円
 3▶ W150×D60×H92 (cm)両開き・・・・・・・・・ 14,000円
 4▶ W150×D60×H92 (cm)後ろ開き・・・・・・ 14,000円
 5▶ W120×D60×H92 (cm)両開きのみ・・・ 16,000円
(W120は数が少ないため、締め切らせていただくことがあります）

 6▶ W120×D45×H150 (cm)・・・21,000円
7▶ W120×D45×H180 (cm)・・・24,000円

20▶ W120 (cm)・・・2,000円
21▶ W90 (cm)・・・・・1,900円

30▶ W90×H210 (cm)・・・・2,800円
31▶ W45×H210 (cm)・・・・2,000円

33▶ W150×D60×H95 (cm)・・・26,000円
34▶ W60×D60×H150 (cm)・・・26,000円

35▶ W60×D60×H180 (cm)・・・26,000円

50▶ 前売チケット1枚500円です。 51▶ 1日…2,000円、3日…6,000円

36▶ 赤1ブース・・・・・・・・・・・・・・・ 28,000円
37▶ 赤半ブース・・・・・・・・・・・・・・ 15,000円
38▶ 赤1スタンド・・・・・・・・・・・・・ 12,000円

42▶ 姿見・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,000円
43▶ 卓上鏡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,000円
44▶ スポット（LED6W4灯付）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9,000円
45▶ 1畳たたみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,000円
46▶ 半畳たたみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,500円
電源 ガラスケース、宝飾ケース等は電源込みです。
47▶ ケース等をお申込みの方で、ケース以外に電源をお使いになる場合・・・・・・・・・・・ 2,500円
48▶ 電源のみお使いになる場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6,000円

39▶ ブルー1ブース・・・・・・・・・・・・・・・ 28,000円
40▶ ブルー半ブース・・・・・・・・・・・・・・ 15,000円
41▶ ブルー1スタンド・・・・・・・・・・・・・ 12,000円

32▶ パイプ椅子・・・500円

29▶ W120×D54×H150 (cm)・・・6,000円

 8▶ W180×D60×H70 (cm)・・・2,300円
 9▶ W180×D45×H70 (cm)・・・2,100円
 10▶ W150×D60×H70 (cm)・・・2,100円
 11▶ W150×D45×H70 (cm)・・・1,900円
 12▶ W120×D60×H70 (cm)・・・1,900円
 13▶ W120×D45×H70 (cm)・・・1,800円

14▶ W180×D60×H85 (cm)・・・2,500円
15▶ W180×D45×H85 (cm)・・・2,300円
16▶ W150×D60×H85 (cm)・・・2,300円
17▶ W150×D45×H85 (cm)・・・2,100円
18▶ W120×D60×H85 (cm)・・・2,100円
19▶ W120×D45×H85 (cm)・・・2,000円

22▶ システムラックW90×D60・・・・・2,400円
23▶ システムラックW120×D60・・・・・3,800円
システムラックは、重い布がかけられます。高さは145～220です。

24▶ 衣桁・・・3,000円
25▶ 鐘木H150・・・500円
26▶ 鐘木H120・・・500円
27▶ 鐘木H90・・・・・400円
28▶ 鐘木H60・・・・・300円

什 器

Gケース

料金は全て税込みです。

ハイGケース

ハンガーラック

袖パネル パイプ椅子

宝飾ケース

タワーケース

荷物置き場

追加チケット 駐車料

絨毯（ブース内に赤かブルーの絨毯を敷くことができます）

3段棚

テーブル（高さ70cm） ハイテーブル（高さ85cm）
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49▶ 荷物置き場
会議室の1部屋を荷物室にする予定です。1区画1×0.8メートルです。荷物室は5階
の会議場です。エレベーターをご使用いただくことになります。
1区画のご使用料金は2,600円となります。荷物室は、お申し込み順とさせていただきます。
標準的なサイズの（55×40㎝）の段ボールで3列5段程度置くことができます。

 1▶ W180×D60×H92 (cm)両開き・・・・・・・・・ 16,000円
 2▶ W180×D60×H92 (cm)後ろ開き・・・・・・ 16,000円
 3▶ W150×D60×H92 (cm)両開き・・・・・・・・・ 14,000円
 4▶ W150×D60×H92 (cm)後ろ開き・・・・・・ 14,000円
 5▶ W120×D60×H92 (cm)両開きのみ・・・ 16,000円
(W120は数が少ないため、締め切らせていただくことがあります）

 6▶ W120×D45×H150 (cm)・・・21,000円
7▶ W120×D45×H180 (cm)・・・24,000円

20▶ W120 (cm)・・・2,000円
21▶ W90 (cm)・・・・・1,900円

30▶ W90×H210 (cm)・・・・2,800円
31▶ W45×H210 (cm)・・・・2,000円

33▶ W150×D60×H95 (cm)・・・26,000円
34▶ W60×D60×H150 (cm)・・・26,000円

35▶ W60×D60×H180 (cm)・・・26,000円

50▶ 前売チケット1枚500円です。 51▶ 1日…2,000円、3日…6,000円

36▶ 赤1ブース・・・・・・・・・・・・・・・ 28,000円
37▶ 赤半ブース・・・・・・・・・・・・・・ 15,000円
38▶ 赤1スタンド・・・・・・・・・・・・・ 12,000円

42▶ 姿見・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,000円
43▶ 卓上鏡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,000円
44▶ スポット（LED6W4灯付）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9,000円
45▶ 1畳たたみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,000円
46▶ 半畳たたみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,500円
電源 ガラスケース、宝飾ケース等は電源込みです。
47▶ ケース等をお申込みの方で、ケース以外に電源をお使いになる場合・・・・・・・・・・・ 2,500円
48▶ 電源のみお使いになる場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6,000円

39▶ ブルー1ブース・・・・・・・・・・・・・・・ 28,000円
40▶ ブルー半ブース・・・・・・・・・・・・・・ 15,000円
41▶ ブルー1スタンド・・・・・・・・・・・・・ 12,000円

32▶ パイプ椅子・・・500円

29▶ W120×D54×H150 (cm)・・・6,000円

 8▶ W180×D60×H70 (cm)・・・2,300円
 9▶ W180×D45×H70 (cm)・・・2,100円
 10▶ W150×D60×H70 (cm)・・・2,100円
 11▶ W150×D45×H70 (cm)・・・1,900円
 12▶ W120×D60×H70 (cm)・・・1,900円
 13▶ W120×D45×H70 (cm)・・・1,800円

14▶ W180×D60×H85 (cm)・・・2,500円
15▶ W180×D45×H85 (cm)・・・2,300円
16▶ W150×D60×H85 (cm)・・・2,300円
17▶ W150×D45×H85 (cm)・・・2,100円
18▶ W120×D60×H85 (cm)・・・2,100円
19▶ W120×D45×H85 (cm)・・・2,000円

22▶ システムラックW90×D60・・・・・2,400円
23▶ システムラックW120×D60・・・・・3,800円
システムラックは、重い布がかけられます。高さは145～220です。

24▶ 衣桁・・・3,000円
25▶ 鐘木H150・・・500円
26▶ 鐘木H120・・・500円
27▶ 鐘木H90・・・・・400円
28▶ 鐘木H60・・・・・300円

什 器

Gケース

料金は全て税込みです。

ハイGケース

ハンガーラック

袖パネル パイプ椅子

宝飾ケース

タワーケース

荷物置き場

追加チケット 駐車料

絨毯（ブース内に赤かブルーの絨毯を敷くことができます）

3段棚

テーブル（高さ70cm） ハイテーブル（高さ85cm）

招待券を1ブース20枚、半ブースは12枚、1スタンドブースは8枚ずつ無料配布
いたします。

駐車場をお使いの場合は、1日で2,000円3日で6,000円がかかります。
駐車場は、3箇所ありますが、それぞれの場所への振り分けは事務局にご一任
ください。1日だけ駐車する方は、何日にご利用になるかをお書きください。
搬入待機場がありますので、車で来ても搬入だけの方は料金は不要です。

5階の会議室の1部屋を休憩室として開放する予定です。
テーブル、椅子等を設置しますので、飲食、休憩にご使用ください。

（口座名義が「骨董ジャンボリー」または「東京アンティークグランデ」のままとな
っておりますが、何卒ご了承ください。
基本的に出店は入金順をもって受付いたします。但し、主催者が骨董グランデの
主旨にそぐわないと判断した場合は出店をお断りいたします。

●それぞれのブース内での作業、販売をお願いします。
●公共の良識に則った商品構成をお願いいたします。
●商品の破損や盗難等については、事務局では責任を持ちません。
●運送会社を使用し輸送時に破損した場合は、以後の輸送契約に支障をきたすため、自己責任とお考
えいただくようお願いいたします。梱包に充分お気をつけください。

●クロネコヤマト、佐川急便以外の運送会社で送られますと、10月7日の朝に間に合わない可能性が
あります。ただし、この2社をお使いになる場合は「壊れた場合は自己責任である」旨の書類にサイ
ンをしてご提出下さい。サインのない方の受け取りは、事務局側で拒否する場合がございます。

●象牙に関しては、販売許可証をご提示の上、法律に則った販売をお願いします。
●搬入、搬出時間を厳守してください。
●会期中に商品の搬入出を行う場合は、開催時間前の１時間でお願いします。
●出店に際しては、古物商許可証を持参してください。
●新しいものの販売はできません。

三井住友銀行　　目白支店 【店番】677　普通6503985
　　　　　　　  骨董ジャンボリー　会計永田欄子
ゆうちょ銀行　
（他行からの振込）      【店名】〇一八（ゼロイチハチ）【店番】018　普通9974059
（ゆうちょ銀行からの振込）【記号】10150　【番号】99740591
                       東京アンティークグランデ実行委員会

招待券

出店規約

休憩室

料金振込先

駐車場 ★什器番号51

西展示棟は、ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」からも近く、バスやタクシーの
乗り場にも隣接し、交通機関の利便性にも優れています。 3ホールは 4階に
あります。スロープから直接車両による搬入出が可能です。

（図面はイメージです）

会場配置図

東京ビッグサイト　西展示棟3ホールについて
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49▶ 荷物置き場
会議室の1部屋を荷物室にする予定です。1区画1×0.8メートルです。荷物室は5階
の会議場です。エレベーターをご使用いただくことになります。
1区画のご使用料金は2,600円となります。荷物室は、お申し込み順とさせていただきます。
標準的なサイズの（55×40㎝）の段ボールで3列5段程度置くことができます。

 1▶ W180×D60×H92 (cm)両開き・・・・・・・・・ 16,000円
 2▶ W180×D60×H92 (cm)後ろ開き・・・・・・ 16,000円
 3▶ W150×D60×H92 (cm)両開き・・・・・・・・・ 14,000円
 4▶ W150×D60×H92 (cm)後ろ開き・・・・・・ 14,000円
 5▶ W120×D60×H92 (cm)両開きのみ・・・ 16,000円
(W120は数が少ないため、締め切らせていただくことがあります）

 6▶ W120×D45×H150 (cm)・・・21,000円
7▶ W120×D45×H180 (cm)・・・24,000円

20▶ W120 (cm)・・・2,000円
21▶ W90 (cm)・・・・・1,900円

30▶ W90×H210 (cm)・・・・2,800円
31▶ W45×H210 (cm)・・・・2,000円

33▶ W150×D60×H95 (cm)・・・26,000円
34▶ W60×D60×H150 (cm)・・・26,000円

35▶ W60×D60×H180 (cm)・・・26,000円

50▶ 前売チケット1枚500円です。 51▶ 1日…2,000円、3日…6,000円

36▶ 赤1ブース・・・・・・・・・・・・・・・ 28,000円
37▶ 赤半ブース・・・・・・・・・・・・・・ 15,000円
38▶ 赤1スタンド・・・・・・・・・・・・・ 12,000円

42▶ 姿見・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,000円
43▶ 卓上鏡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,000円
44▶ スポット（LED6W4灯付）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9,000円
45▶ 1畳たたみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,000円
46▶ 半畳たたみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,500円
電源 ガラスケース、宝飾ケース等は電源込みです。
47▶ ケース等をお申込みの方で、ケース以外に電源をお使いになる場合・・・・・・・・・・・ 2,500円
48▶ 電源のみお使いになる場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6,000円

39▶ ブルー1ブース・・・・・・・・・・・・・・・ 28,000円
40▶ ブルー半ブース・・・・・・・・・・・・・・ 15,000円
41▶ ブルー1スタンド・・・・・・・・・・・・・ 12,000円

32▶ パイプ椅子・・・500円

29▶ W120×D54×H150 (cm)・・・6,000円

 8▶ W180×D60×H70 (cm)・・・2,300円
 9▶ W180×D45×H70 (cm)・・・2,100円
 10▶ W150×D60×H70 (cm)・・・2,100円
 11▶ W150×D45×H70 (cm)・・・1,900円
 12▶ W120×D60×H70 (cm)・・・1,900円
 13▶ W120×D45×H70 (cm)・・・1,800円

14▶ W180×D60×H85 (cm)・・・2,500円
15▶ W180×D45×H85 (cm)・・・2,300円
16▶ W150×D60×H85 (cm)・・・2,300円
17▶ W150×D45×H85 (cm)・・・2,100円
18▶ W120×D60×H85 (cm)・・・2,100円
19▶ W120×D45×H85 (cm)・・・2,000円

22▶ システムラックW90×D60・・・・・2,400円
23▶ システムラックW120×D60・・・・・3,800円
システムラックは、重い布がかけられます。高さは145～220です。

24▶ 衣桁・・・3,000円
25▶ 鐘木H150・・・500円
26▶ 鐘木H120・・・500円
27▶ 鐘木H90・・・・・400円
28▶ 鐘木H60・・・・・300円

什 器

Gケース

料金は全て税込みです。

ハイGケース

ハンガーラック

袖パネル パイプ椅子

宝飾ケース

タワーケース

荷物置き場

追加チケット 駐車料

絨毯（ブース内に赤かブルーの絨毯を敷くことができます）

3段棚

テーブル（高さ70cm） ハイテーブル（高さ85cm）

招待券を1ブース20枚、半ブースは12枚、1スタンドブースは8枚ずつ無料配布
いたします。

駐車場をお使いの場合は、1日で2,000円3日で6,000円がかかります。
駐車場は、3箇所ありますが、それぞれの場所への振り分けは事務局にご一任
ください。1日だけ駐車する方は、何日にご利用になるかをお書きください。
搬入待機場がありますので、車で来ても搬入だけの方は料金は不要です。

5階の会議室の1部屋を休憩室として開放する予定です。
テーブル、椅子等を設置しますので、飲食、休憩にご使用ください。

（口座名義が「骨董ジャンボリー」または「東京アンティークグランデ」のままとな
っておりますが、何卒ご了承ください。
基本的に出店は入金順をもって受付いたします。但し、主催者が骨董グランデの
主旨にそぐわないと判断した場合は出店をお断りいたします。

●それぞれのブース内での作業、販売をお願いします。
●公共の良識に則った商品構成をお願いいたします。
●商品の破損や盗難等については、事務局では責任を持ちません。
●運送会社を使用し輸送時に破損した場合は、以後の輸送契約に支障をきたすため、自己責任とお考
えいただくようお願いいたします。梱包に充分お気をつけください。

●クロネコヤマト、佐川急便以外の運送会社で送られますと、10月7日の朝に間に合わない可能性が
あります。ただし、この2社をお使いになる場合は「壊れた場合は自己責任である」旨の書類にサイ
ンをしてご提出下さい。サインのない方の受け取りは、事務局側で拒否する場合がございます。

●象牙に関しては、販売許可証をご提示の上、法律に則った販売をお願いします。
●搬入、搬出時間を厳守してください。
●会期中に商品の搬入出を行う場合は、開催時間前の１時間でお願いします。
●出店に際しては、古物商許可証を持参してください。
●新しいものの販売はできません。

三井住友銀行　　目白支店 【店番】677　普通6503985
　　　　　　　  骨董ジャンボリー　会計永田欄子
ゆうちょ銀行　
（他行からの振込）      【店名】〇一八（ゼロイチハチ）【店番】018　普通9974059
（ゆうちょ銀行からの振込）【記号】10150　【番号】99740591
                       東京アンティークグランデ実行委員会

招待券

出店規約

休憩室

料金振込先

駐車場 ★什器番号51

西展示棟は、ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」からも近く、バスやタクシーの
乗り場にも隣接し、交通機関の利便性にも優れています。 3ホールは 4階に
あります。スロープから直接車両による搬入出が可能です。

（図面はイメージです）

会場配置図

東京ビッグサイト　西展示棟3ホールについて

招待券を1ブース20枚、半ブースは12枚、1スタンドブースは8枚ずつ無料配布
いたします。

駐車場をお使いの場合は、1日で2,000円3日で6,000円がかかります。
駐車場は、3箇所ありますが、それぞれの場所への振り分けは事務局にご一任
ください。1日だけ駐車する方は、何日にご利用になるかをお書きください。
搬入待機場がありますので、車で来ても搬入だけの方は料金は不要です。

5階の会議室の1部屋を休憩室として開放する予定です。
テーブル、椅子等を設置しますので、飲食、休憩にご使用ください。

（口座名義が「骨董ジャンボリー」または「東京アンティークグランデ」のままとな
っておりますが、何卒ご了承ください。
基本的に出店は入金順をもって受付いたします。但し、主催者が骨董グランデの
主旨にそぐわないと判断した場合は出店をお断りいたします。

●それぞれのブース内での作業、販売をお願いします。
●公共の良識に則った商品構成をお願いいたします。
●商品の破損や盗難等については、事務局では責任を持ちません。
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ンをしてご提出下さい。サインのない方の受け取りは、事務局側で拒否する場合がございます。

●象牙に関しては、販売許可証をご提示の上、法律に則った販売をお願いします。
●搬入、搬出時間を厳守してください。
●会期中に商品の搬入出を行う場合は、開催時間前の１時間でお願いします。
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あります。スロープから直接車両による搬入出が可能です。
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第1回骨董グランデにご出店くださった方で変更がない場合は、店名とーー線より下をお書きいただくだけで結構です。

電話 携帯
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HPアドレス

Email

住所

骨董グランデ 出店申込用紙

車両番号
ナンバープレート 車種

車高どちらかに〇　 2.1ｍ以上　　2.1ｍ以下

お取扱商品

1ブース
半ブース
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希望ブース 〇印をお付けください
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　スタンドブース
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代表者含む
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フライヤー希望枚数

5時　6時　7時　8時 宅配便利用
搬入希望時間

振込金額

ブース代

この申込用紙は、FAX、Email、郵送でお送り下さい。
FAX : 03-6704-5109    Email : contact@antique-grande.com　
郵送での送り先　
〒171-0031 東京都豊島区目白３丁目１４-８-1F　LUNCO

開催主旨を守ります。　ご署名

什器小計

〒

❷

❶

❶＋❷

東京ビッグサイト西展示場3

主催：骨董グランデ実行委員会 事務局
171-0022　東京都豊島区南池袋2-7-5-2003
電話　070-3828-8623　　Eメール　contact@antique-grande.com
中村　みゆき　永田　欄子
HP　http://antique-grande.com/　

2022年10月7日（金）・8日（土）・9日（日）
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