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Share Garden
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Tree

開催テーマに関連したセミナーやトレンド発信、
ビジネスに役立つイベントを多数企画しております。

ならではの多彩な主催者企画
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JAPANTEX2018 実施企画事例（抜粋）

開会式
開会式は会期初日9時よりステージAにおいて高円宮妃
久子殿下、関芳弘経済産業副大臣をお迎えして行われ
ました。一般社団法人日本インテリアファブリックス協会・
永嶋元博会長の挨拶に始まり、一般社団法人日本能率
協会・中村正己会長の挨拶、関芳弘経済産業省副大
臣のご祝辞、花田正孝JAPANTEX実行委員長の開催
要旨説明後、高円宮妃久子殿下のお言葉に続き殿下
のテープカットにより3日間の開催がスタートしました。 高円宮妃久子殿下 関芳弘経済産業副大臣

テーマ展示
｢Japan Style×Interior Beauty －プロフェッショナルたちの祭典－｣

JAPANTEXの原点に戻り、国内の有力インテリアファブ
リックスメーカー 7社が集結。卓越した技術と洗練された
デザインによるファブリックの魅力を体感いただきました。

◆Japan Premium Brand Fabric Collections

５人の“MADOWTSUKAI”がアイデアを総動員してデザイン
窓装飾の高いスキルを持つ「窓装飾プランナー」と広くイ
ンテリアに精通した「インテリアコーディネーター」のダブ
ルライセンスを持つプロフェッショナル達が、第2回目の
今年は高齢になっても元気で世話好きな大家さんとそこ
に集まってそれぞれ暮らす広い世代の「住まいの物語」
Windows Paradis2018に展開しました。
＜共催＞インテリア産業協会（JIIA） 
　　　　日本インテリアファブリックス協会（NIF）

◆Windows Paradise 2018 ／ JIIA+NIF─「多世代の住まいの物語」とファブリックパオ─



JAPANTEX会期中の３日間
限定で南三陸ミシン工房の商
品と日本インテリアファブリック
ス協会会員企業のインテリア
商材やカーテン地の端切れな
どを販売し売上を南三陸ミシン
工房に寄付しました。

ファクトリーアウトレット プレゼンツールエリア（３Dパース・VR・AR等）

代官山インテリアナイトへの協賛
コンパクトブース/デザイナーブース企画
JAPANTEX2018・インテリア産業協会
35周年合同交流会

ビジネスパートナーシップ
（出展者ビジネスマッチング）

※受講料無料、インターネットにてライブ中継

テーマは「これからのIC・KS資格者像」。インテリア業界を取り巻く
マーケットが変化する中、リフォーム、インバウンド需要、高齢者、オ
フィス等で資格者が今後活躍する可能性の高い新たなフィールド
や、それらに向けてIC・KS資格者がどのような取り組みをしていくべき
かについてパネルディスカッションを開催しました。

INTERIOR MEETING in TOKYO 2018
（公社）インテリア産業協会35周年記念事業

（公社）インテリア産業協会全国9支部のエリア代表によるパネルディスカッション

主催：（公社）インテリア産業協会（本部、関東甲信越支部共同企画）／
委託：関東甲信越インテリアコーディネーター協議会
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連日セミナーやトークセッション計20講座を開講。
セミナー会場は2か所設置。

第15回インテリアデザインコンペ2018展示&表彰
テーマは「インテリアで創る幸せな空
間」。ファブリックやインテリア素材を
使用し、インテリアの可能性を自由
な発想で表現した作品の中から入
選作品を展示。会期２日目に表彰式
（ステージＡ）が行なわれました。

NIF/YOUNGTEXTILE 2018
3回目の展示イベント。テキスタイルデザイン教育を行う全国の大学、
大学院20校が参加し、卒業修了制作や授業などで制作されたイン
テリアテキスタイルに展開できる優れた作品を展示しました。

『メディカルデザイン』
「インテリア医学®」で快適医療空間を
人に寄り添い共に歩む医療
空間を提案。各世代の特性を
理解した安全安心な商材、機
能性も兼ね備えた心安らぐデ
ザイン性のインテリアを展示
し、科学的エビデンスと現場の
声を取り入れた「インテリア医
学®」を体感いただきました。

DIY業界の最先端を走る久田カズオ＆坂田夏水の二人がDIY、リノ
ベーション業界の最新情報、DIYとインテリアの魅力を語り合うととも
に、「未来の住宅づくりと自分流ライフスタイルの実現へ共に行動を
開始しましょう」と熱いメッセージを送りました。

９（株）代表取締役 久田カズオ、（株）夏水組・Decor Interior Tokyo 代表取締役 坂田夏水

DIY&リノベーションセミナー日本の住宅を変える
未完成住宅（DIY工務店）×DecorTokyo（夏水組）
～未来へつなぐ自分流の住まいづくりをスタートアップ！～



03

情報発信・来場動員（2018年実績）

◆会期初日午後、テレビ東京の「よじごじdays」（MC上地雄輔）の生
放送生中継が入り、JAPANTEXが紹介されました。中垣正太郎ア
ナウンサーがWindows Paradise、博多装工、ミマキエンジニアリ
ングブースで最近話題の商材、技術、窓装飾を紹介しました。
◆会期最終日には昨年に続き
TBSラジオの「とにかく壁紙
の話」の取材が入り放送さ
れました。安東弘樹アナウン
サーがヤヨイ化学販売、シン
コールインテリア、東リ、ルノン
各ブースで今注目の壁紙に
ついて取材しました。

会期中の取材

◆業界紙・誌、専門紙・誌は、4月から8月までは出展者募集、出展者説明会・記者発表会の予告、インテリアデザインコンペなどを、9月の記者
発表会以降は、業界紙・誌、専門紙に対し積極的に幅広く発信しました。

◆Webでの告知を強化。特にJAPANTEXのホームページを充実させ、ブログ、メルマガ、Twitter、Facebook、LINE@の活用を積極的に展開しました。
◆JAPANTEXの出展企業・団体のホームページリンク、JAPANTEX出展者のブログ、SNSより幅広くJAPANTEXの告知をしました。
◆インテリアコーディネーター、インテリアデザイナーへのメール配信を行ない、来場促進をしました。
◆窓装飾プランナーのメルマガ、Twitter、Facebook、LINE＠公式アカウントでセミナー、イベント情報を定期的に開催前2か月間配信しました。

分　野 主な掲載媒体

繊維関連 繊維ニュース、繊研新聞

インテリア・家具関連 家具新聞、ホームリビング、ルームファニシング、KAGUTIMES

寝装関連 LIVING-BIZ

建設・ハウジング関連 ハウジング･トリビューン、建通新聞

建材・資材関連 サッシタイムス、産繊新聞

一般紙・誌 読売新聞、中部経済新聞、LIMIA

インテリア・内装関連
室内装飾新聞、どりーむ、日装連新聞、インテリアビジネスニュース、東京室内装飾新聞、IDBカーペットレポート、
JCMニュース、JCIF関東ニュース、JCIF（ジェイシフ）、Interior Shop File vol.14

その他 LAUREL NEWS、金物情報ニュース、イベントカレンダー、見本市展示会通信、総合報道、CeV21、国際イベントニュース

◆JAPANTEX2018取材プレスリスト

パブリシティ

開催期間中に225社２６２名の媒体関係者に利用いただきました。

プレスルームの設置

◆業界紙を中心に開催3カ月前から計画的に継続的に実施しました。
◆JAPANTEX2018への動員は、関連業種・対象先を考慮して媒体を選定して告知をしました。
◆広告原稿は、イメージを統一するために、基本パターンで制作しました。
◆Google、Facebookにweb広告を実施しました。

LivingBiz 繊研新聞 JAPANTEX2018告知広告

広告

取材風景 2018年会場風景



ART Carpet San. ve. Tic. A.S.
IICRC JAPAN 日本カーペットクリーナーズ
アカデミー（日本カーペット工業組合）
有限会社アイディ・タナカ
（東京表具経師内装文化協会）
Eijffinger（JAPAN DECOON）
iLiv（JAPAN DECOON）
アカリ・イマージュ
秋田公立美術大学（NIF YOUNGTEXTILE）
ACENATURE BIOTECHNO LOGY CO., LTD.
株式会社アシスト
アスワン株式会社（Japan Premium Brand）
アスワン株式会社（Windows Paradise）
アスワン株式会社（メディカル・デザイン）
Atomsonic株式会社
株式会社Anonimo Design
（JAPAN DECOON）
ardecora（JAPAN DECOON）
almedahls（JAPAN DECOON）
安心計画株式会社
安心計画株式会社（メディカル・デザイン）
ANNDYWELL CO., LTD.
株式会社Ampus（Windows Paradise）

あ Guangzhou Fa Di Ya Metal Products Co., Ltd.
Q U ANG  PHU  T E X T I L E  A ND  
GARMENT JSC
Good Morning Co., Ltd.
熊本県立熊本工業高等学校（全イ研）
CLARKE & CLARKE
クラシカ株式会社（Windows Paradise）
株式会社グランビル
株式会社グリーンネット
桑デザインスタジオ

く

廣州昆德日用品有限公司（中芸新国際展覧）
江蘇君瀾紡織品有限公司（中芸新国際展覧）
神戸芸術工科大学（NIF YOUNGTEXTILE）
工房　利八
巧和工芸印刷株式会社
コ―ニット・デジタル
GOLDEN TERRY TOWELS PVT. LTD.
GOSHIKI（JAPAN DECOON）
KO STUDIO合同会社
小鍋誠正堂（東京表具経師内装文化協会）
コムネット株式会社
五洋インテックス株式会社
（Windows Paradise）
株式会社コルティナ（JAPAN DECOON）

こ

株式会社ケイテックけ

大光電機株式会社（メディカル・デザイン）
ダイセン株式会社
Taiwan Textile Federation
高橋直樹（東京表具経師内装文化協会）
田島ルーフィング株式会社
（日本カーペット工業組合）

た

立川ブラインド工業株式会社
立川ブラインド工業株式会社
（Windows Paradise）
WTP
多摩美術大学（NIF YOUNGTEXTILE）
ダルクデコ株式会社（Windows Paradise）

た

千葉県立市川工業高等学校（全イ研）
Zimmer + Rohde（JAPAN DECOON）
中芸新国際展覧（北京）有限公司
Chop!!（JAPAN DECOON）

ち

株式会社ディクラッセ（アカリ・イマージュ）
デザインスタジオマツシマ
有限会社デザインワークスオンリーワン
株式会社デザインi
株式会社テシード（JAPAN DECOON）

て

東亜コルク株式会社
東京オーダーカーテン株式会社
（Windows Paradise）
東京藝術大学（NIF YOUNGTEXTILE）
東京造形大学（NIF YOUNGTEXTILE）
東京都立工芸高等学校（全イ研）
東京都立工芸高等学校定時制（全イ研）
東北芸術工科大学（NIF YOUNGTEXTILE）
東リ株式会社
東リ株式会社（Windows Paradise）
東リ株式会社（日本カーペット工業組合）
東リ株式会社（Japan Premium Brand）
東リ株式会社（メディカル・デザイン）
東レ株式会社 ウルトラスエード事業部
東レ・アムテックス株式会社
（日本カーペット工業組合）
トーア紡マテリアル株式会社
（日本カーペット工業組合）
トーソー株式会社
トーソー株式会社（Windows Paradise）
有限会社トモデコール（JAPAN DECOON）
株式会社トヨシマビジネスシステム
株式会社トヨテック
TRAVERS（JAPAN DECOON）

と

つなぐデザインマネジメント合同会社（アカ
リ・イマージュ）
Tsuppalouva（JAPAN DECOON）

つ

有限会社ファインアート
Feel Lab（アカリ・イマージュ）
フェデポリマーブル株式会社
（Windows Paradise）
福井コンピュータアーキテクト株式会社
福岡市立博多工業高等学校（全イ研）
藤井制作室
株式会社フジエテキスタイル
（Windows Paradise）
株式会社フジエテキスタイル
（メディカル・デザイン）
藤田木工所
HW HOOKEDINWALLS
（JAPAN DECOON）
佛山市順德區雅舒美卷簾門窗有限公司
（中芸新国際展覧）
株式会社プラネット
古牧表具インテリア店
（東京表具経師内装文化協会）
有限会社フレイムス（アカリ・イマージュ）
フロイデンベルグ・スパンウェブ・ジャパン
株式会社
Brochier（JAPAN DECOON）
文化学園大学（NIF YOUNGTEXTILE）

ふ

株式会社ホームステージング・ジャパン
ホソバデザイン
堀田カーペット株式会社
（日本カーペット工業組合）
BORSCHE TEXTILES CO., LTD.
香港貿易発展局

ほ
株式会社イオニア（JAPAN DECOON）
キリムスタイル（いぐれっく）
いぐれっく
石塚利郎（東京表具経師内装文化協会）
EASE
伊丹木材株式会社
一般社団法人東京表具経師内装文化協会
AYM Syntex
伊藤忠商事株式会社
稲崎昌仁（東京表具経師内装文化協会）
株式会社インターフォルム
有限会社インテリア桜庭（Windows Paradise）
公益社団法人インテリア産業協会
公益社団法人インテリア産業協会
（Windows Paradise）
有限会社インテリア情報企画
インテリア文化研究所

い

英国羊毛公社日本支部
（日本カーペット工業組合）
エイブルリフォーム株式会社
エスケー化研株式会社
F&Hファーハディアン
株式会社ｆ．ディライト
MYS Textile Co.,Ltd.
株式会社エルックス（アカリ・イマージュ）

え

大分県立鶴崎工業高等学校（全イ研）
大阪芸術大学（NIF YOUNGTEXTILE）
大高表具店（東京表具経師内装文化協会）
株式会社オーノ（日本カーペット工業組合）
岡山県立大学（NIF YOUNGTEXTILE）
株式会社ORION ENTERPRISE
オルク有限会社
（東京表具経師内装文化協会）
orla kiely（JAPAN DECOON）

お

株式会社WIS
上野山機工株式会社

う

株式会社３８ＷｏｒｌｄＩｍｐｏｒｔ（アカリ・イマージュ）
有限会社サンアイカーペット
株式会社サンゲツ（Japan Premium Brand）
株式会社サンゲツ（Windows Paradise）
株式会社サンゲツ（メディカル・デザイン）
サンケミカル株式会社（日本カーペット工業組合）
サンローズ テックスビジョンミカワ開催委員会

さ

Sky Factory Japan（スカイファクトリージャ
パン）（メディカル・デザイン）
株式会社杉本美装
スズキマシンリエンジニアリング株式会社
スピルトピンク（Windows Paradise）
住江織物株式会社
住江織物株式会社（Windows Paradise）
住江織物株式会社（日本カーペット工業組合）
住江織物株式会社（Japan Premium Brand）
住江織物株式会社（メディカル・デザイン）
スミヨシ株式会社（日本カーペット工業組合）

す

浙江詩梵尼貿易有限公司（中芸新国際展覧）
繊研新聞社
全国高等学校インテリア科教育研究会（全イ研）

せ

株式会社シーエスジェイカーテン工場
（Windows Paradise）
株式会社ＣＧ工房
CGT Tekstil İnşaat ve Tic.Ltd. Şti.
ジィジ・バァバ住まいの窓口
株式会社JVCケンウッド・公共産業システム
（メディカル・デザイン）
有限会社ジェイ・ファブリック
（Windows Paradise）
jay blue（W.Morris）
jay blue（Mucha）
静岡県立科学技術高等学校（全イ研）
Zibo Yongwang Home Textiles Co., Ltd.
上海郁翼機械有限公司
上海鋭文貿易有限公司
上海商展進出口有限公司
Shanghai Taile Industrial Co., Ltd.
上海永敬紡織品有限公司（中芸新国際展覧）
株式会社絨毯ギャラリー
女子美術大学 芸術学部
（NIF YOUNGTEXTILE）
女子美術大学 短期大学部
（NIF YOUNGTEXTILE）
進弘産業株式会社（JAPAN DECOON）
進弘産業株式会社（Windows Paradise）
シンコールインテリア株式会社
シンコールインテリア株式会社
（Windows Paradise）
シンコールインテリア株式会社
（Japan Premium Brand）
シンコールインテリア株式会社
（メディカル・デザイン）

し

洛陽朗雅紡織品有限公司（中芸新国際展覧）
有限会社ラジエル

ら

リコージャパン株式会社
リック株式会社
LINAS（JAPAN DECOON）
Riviera Home Furnishings Pvt. Ltd.
LI PENG ENTERPRISE CO., LTD.
リリカラ株式会社（Japan Premium Brand）
リリカラ株式会社（Windows Paradise）
リリカラ株式会社（メディカル・デザイン）
リンテックサインシステム株式会社

り

ルームクリップ株式会社
ルノン株式会社
ルノン株式会社（Windows Paradise）

る

株式会社ワークステーション
ワールド敷物加工株式会社
（日本カーペット工業組合）
YKK AP株式会社

わ

カーテンギャラリー ハンザム
（Windows Paradise）
Gaston Y Daniela（JAPAN DECOON）
金沢美術工芸大学（NIF YOUNGTEXTILE）
株式会社川島織物セルコン
（Japan Premium Brand）
株式会社川島織物セルコン
（Windows Paradise）
株式会社川島織物セルコン
（日本カーペット工業組合）
株式会社川島織物セルコン
（メディカル・デザイン）

か

KISMET TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. 
VE TİC. LTD.
旭興株式会社（メディカル・デザイン）
ギャラックス貿易株式会社（JAPAN DECOON）
有限会社協栄
経武（東京表具経師内装文化協会）
京都市立芸術大学（NIF YOUNGTEXTILE）
京都精華大学（NIF YOUNGTEXTILE）
京都造形芸術大学（NIF YOUNGTEXTILE）
極東産機株式会社（メディカル・デザイン）
株式会社キロニー（Windows Paradise）
きんき縫製狭山工場（Windows Paradise）
Qingdao Winfur Textile Imp &Exp Co., Ltd.

き

長岡造形大学（NIF YOUNGTEXTILE）
長崎県立長崎工業高等学校（全イ研）
中村末株式会社（Windows Paradise）
名古屋芸術大学（NIF YOUNGTEXTILE）
名古屋市立大学（NIF YOUNGTEXTILE）
南通鴻業紡織有限公司（中芸新国際展覧）
南通海韻工貿有限公司（中芸新国際展覧）
南通瑞亦丰 品有限公司
（中芸新国際展覧）

な

株式会社ニチベイ
株式会社ニチベイ（Windows Paradise）
日本カーペット工業組合
（日本カーペット工業組合）
日本建設インテリア事業協同組合連合会
（ジェイシフ）
日本室内装飾事業協同組合連合会
日本絨氈株式会社（日本カーペット工業組合）
日本省力機械株式会社
（日本カーペット工業組合）
日本製図器工業株式会社
一般社団法人日本能率協会

に

寧波振飛窗飾製品有限公司
（中芸新国際展覧）
寧波盛博進出口有限公司
（中芸新国際展覧）

ね

のるぶりんかの

博多装工株式会社
長谷虎紡績株式会社（日本カーペット工業組合）
Patternsfrom Agency
パナソニックES内装建材株式会社
濵中秀光堂（東京表具経師内装文化協会）
ハンモック ジャパン

は

有限会社ピーセス（Windows Paradise）
久松誠一（東京表具経師内装文化協会）
HUAW LON SPECIAL TEXTILE 
INDUSTRIAL CO., LTD.
株式会社日吉屋（アカリ・イマージュ）
比楽紡績株式会社（日本カーペット工業組合）

ひ

MY.STUDIO
町田ひろ子アカデミー
マナトレーディング株式会社
（Windows Paradise）
marimekko（JAPAN DECOON）

ま

南三陸ミシン工房
ミニチュアファクトリー株式会社
みはし株式会社（Windows Paradise）
株式会社ミマキエンジニアリング
宮崎県立都城工業高等学校（全イ研）

み

武笠敦史（東京表具経師内装文化協会）
武蔵野美術大学（NIF YOUNGTEXTILE）
村上敷物株式会社（日本カーペット工業組合）

む

MEY TII ENTERPRISE CO., LTD.
株式会社メイワインターナショナル
メインファイングループ
メディカル・デザイン株式会社
medetel（アカリ・イマージュ）

め

守田漆器株式会社（アカリ・イマージュ）も

ヤマトボウ株式会社（日本カーペット工業組合）
山本産業株式会社（日本カーペット工業組合）
ヤヨイ化学工業株式会社
ヤヨイ化学販売株式会社

や

ＹＵＹＩシステムジャパン
ユニチカ株式会社
unideco co., ltd

ゆ

横浜美術大学（NIF YOUNGTEXTILE）
吉田房織物株式会社
（日本カーペット工業組合）

よ

JAPANTEX2018出展者（50音順）
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出展対象（インテリア関連の出展を広く募集）

05

JAPANTEX2019 開催概要

出展までのスケジュール（予定）

第41回 ジャパンホームショー
第14回 ふるさと建材・家具見本市
第4回 トイレ・バス・キッチン空間・設備フェア
第3回 団地・マンションリノベーション総合展
第3回 景観・ランドスケープ総合展
アジア・ファニシングフェア 2019東京
第5回 店舗・商業空間デザイン展
ビルメンヒューマンフェア＆クリーンEXPO 2019
トイレ産業展 2019

一般社団法人日本インテリアファブリックス協会
〒105-0012  東京都港区芝大門2-1-17 朝川ビル2階
TEL:03-3433-4521 FAX:03-3433-7860
http://www.nif .or . jp

一般社団法人日本能率協会
〒105-8522  東京都港区芝公園3-1-22
http://www.jma.or . jp

10：00～17：00

東京ビッグサイト（東京国際展示場）南展示ホール1・2
〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1  
http://www.bigsight. jp

経済産業省、日本貿易振興機構（ジェトロ）、
日本国際貿易促進協会、出展国大使館
（順不同、申請予定）

2019年11月13日（水）～１５日（金） 3日間

関連団体に申請予定

空間を装う インテリアファブリックス＆デザイン

50,000名
（建築＋インテリアWEEK・合同開催全体）

カーテン、ブラインド、スクリーン、カーテンレール、
付属品、繊維素材、各種資材

ウィンドートリートメント
布製品、和紙製品、木製品、漆器
日本の伝統

報道、出版、情報
インテリアパブリッシャー

テキスタイル図案、住宅関連の設備、
インテリア家電、装飾品、サービスなど

その他

インテリア小物、クッション、タペストリー、
テーブルウェア、椅子張り地、タオル、寝装品、
額縁、ピクチャーレール、ファニチャー・家具、
インテリア照明

ホームファッション

縫製機械、施工機械、工具、インテリア関連
ソフト、プリンター、接着剤、リペア、クリーニング、
デジタルプリント技術

テクノロジー／デジタルプリント

カーペット、手織絨毯、ラグ・マット、フローリング、
コルクタイル、プラスチック系床材、畳、繊維素材

フロアカバリング

壁紙、和紙、塗り壁、ペイント、タイル、襖紙、
障子紙

ウォールカバリング

6月21日（金） 早割申込期限
※出展申込書に必要事項をご記入の上、郵送願います。

出展申込期限
※出展申込書に必要事項をご記入の上、郵送願います。
※期限前でも予定ブース数に達した場合は締切らせていただきます。

7月19日（金）

出展料金のお支払期限
※出展申込書に基づき、事務局より請求書をお送りします
　ので、指定口座にお振り込みください。　
　（振込手数料は貴社にてご負担願います）

8月23日（金）

出展者説明会
※各種書類の配布、ブース位置の発表を行います。

8月下旬予定

11月11日（月）
12日（火）
13日（水）
15日（金）

搬入日 8:00～18:00

会期初日、合同レセプション

会期最終日
搬出日（即日撤去）17:00～22:00

名 称

主 催

会 期

300社（予定）　［2018年実績 277社］出展者数

来場予定者

合同開催

650ブース（予定）　［2018年実績 590ブース］展示予定規模

開催時間

テーマ

会 場

後 援

協 賛



※価格に消費税は含まれておりません。※システム什器（アルミポール）は黒塗装です。

黒ポール

2700

芯々2970

芯々2970

ブース番号板

開閉器

※床面カーペット無

フリータイプブース

コンパクトブース オプション・その他

06

各種出展料

壁面システムパネル

パンチカーペット

1980 1980

2400

300 ブース
番号板

蛍光灯
FL40W 1灯
社名
サインボード
パラペット

出展料金支払方法：出展申込書に基づき、事務局より請求書を送りますので、指定口座までお振り込みください。また、振込手数料は貴社・貴団体にてご負担ください。

2019年6月21日（金）必着早割申込期限 2019年7月19日（金）通常申込期限

フリータイプブース ※写真は6ブース

早割 186,000円
通常 204,000円

1ブース=4m2（2ｍ×2ｍ）

内容

4m2

〇
〇
〇

300W
一式
１枚
1灯
×
×
×

パンチカーペット
後壁（H2.4m 黒ポール システムパネル仕様、白ビニル仕上げ）＊
側壁（H2.4m 黒ポール システムパネル仕様、白ビニル仕上げ）＊
ブース番号板＊
電気工事（1ブース 100Ｖ/300Ｗまでの一次幹線工事）
パラペット（黒）
社名サインボード
蛍光灯（40W）
インフォーメーションカウンター
パイプイス
貴名受

早割

通常

1ブース=9m2（3ｍ×3ｍ）

内容

パンチカーペット  注意必ずカーペットなどで床を仕上げてください。
後壁（H2.7m 黒ポール システムパネル仕様、白ビニル仕上げ）＊
側壁（H2.7m 黒ポール システムパネル仕様、白ビニル仕上げ）＊
ブース番号板＊
電気工事（1ブース 100Ｖ/300Ｗまでの一次幹線工事）

注意

350,000円
390,000円

×
〇
〇
〇

３００W

■コーナーブース
■三面開放
　（4ブースのみ）

◆三面開放料金
（4ブースでの出展者対象）

60,000円（税抜）

◆コーナーブース保障料金
（1ブースでの出展者対象）

50,000円（税抜）
角のブース位置を約束。

◆高さ制限
ブース数 高 さ

1ブース～5ブース 2,700mm

6ブース以上 4,500mm
（隣接ブースより1mセットバック）

コンパクトブース 2,400mm＊隣接ブースがない場合はシステムパネル及びブース番号板は建てません。

＊隣接ブースがない場合はシステムパネル及びブース番号板は建てません。（スペース渡し）

パッケージタイプブース
※写真はコーナーブース（2ブース）

パッケージタイプブース（1～4ブースまで）

蛍光灯 FL40W 2灯

パラペット
壁面システムパネル

インフォメーションカウンター
パンチカーペット

2970

2700

300

2970

ブース番号板

黒ポール

2ブース（例）

パラペット

蛍光灯 FL40W 4灯
社名サインボード 壁面システムパネル

インフォメーションカウンター

パンチカーペット

2700

5940

2970

300
ブース番号板

黒ポール

パッケージタイプブース
※写真はコーナーブース（1ブース）

1ブース=9m2（3ｍ×3ｍ）

内容

パンチカーペット
後壁（H2.7m 黒ポール システムパネル仕様、白ビニル仕上げ）＊
側壁（H2.7m 黒ポール システムパネル仕様、白ビニル仕上げ）＊
ブース番号板＊
電気工事（1ブース 100Ｖ/300Ｗまでの一次幹線工事）
パラペット（黒）
社名サインボード
インフォーメーションカウンター
パイプイス
貴名受
蛍光灯（40W）

36m2

〇
〇
〇

1200W
一式
１枚
１台
1脚
１個
8灯

1,589,000円
1,749,000円

早割 419,000円
通常 459,000円

9m2

〇
〇
〇

300W
一式
１枚
１台
1脚
１個
2灯

1ブース

18m2

〇
〇
〇

600W
一式
１枚
１台
1脚
１個
４灯

811,000円
891,000円

2ブース

27m2

〇
〇
〇

900W
一式
１枚
１台
1脚
１個
6灯

1,201,000円
1,321,000円

3ブース 4ブース

＊隣接ブースがない場合はシステムパネル及びブース番号板は建てません。

●1社1ブース限定（先着14ブース）

社名サインボード



※価格に消費税は含まれておりません。※システム什器（アルミポール）は黒塗装です。

お問い合せ先

〒105-0012 東京都港区芝大門 2-1-17 朝川ビル2階
TEL：03-3433-4521　FAX：03-3433-7860
e-mail：nif2019@nif .or . jp　www.japantex. jp

J A P ANTEXご出展のメリット

建築士、インテリアコーディネーター、インテリアプランナーや窓装飾プランナーなどの有資格者が多数来場。
インテリアトレンドの発信と快適住空間の提案からインテリアの今を実感していただきます。
新製品の紹介をはじめ業界のトップクリエーターのトークセッションとビジネスに役立つセミナーを多数企画し来場促進をはかります。

インテリア、住宅・建築業界のプロ
約40,000人が来場！

出展
メリット

1

▶JAPANTEX2018 業種別来場登録者詳細

建築・設計事務所 3.5%

総合建設・ゼネコン 1.5%

不動産会社／
デベロッパー 2.0%

内装工事／表装・畳店／
縫製／リフォーム業 11.9%

商社／卸売業 13.2%

イベント業／広告業 1.9%

施主 0.5%

一般／学生／その他 15.7%

官公庁・自治体・団体 1.1%

メンテナンス／
クリーニング 0.4%

通信・IT 1.1%

管理会社・管理組合 0.3%

インテリア関連メーカー／
その他メーカー 23.8%

工務店／ハウスメーカー 5.8%

デザイン会社・デザイン事務所 7.0%

百貨店／量販店／インテリア専門店／
ホームセンター／通信販売・EC／その他小売店 8.9%

ホテル・旅館／オフィス・商業・公共施設／
学校・幼稚園・保育園／病院・福祉・介護 1.1%

出展
メリット

2 ビジネス拡大と
商品PRに！

「ビジネスパートナーシップ」「プレゼンテーション
タイム」など新規顧客獲得、ビジネス拡大、商品
PRに活用いただける数々の主催者企画により
ビジネスユーザーの来場者も多く出展者は高い
満足度を示しています。

Japan Home & Building Showとの合同開催により、新たな来場者層を取り込めます。
インテリア業界から建築業界の幅広いビジネスネットワークの構築にも寄与します。

出展
メリット

3 新たなネットワーク構築・受注増のチャンス！

43件受注の増加

42件新たな
ネットワーク

36件
マーケットへの

PR

13件わからない

2件その他

4件期待できない

▶今後の取引にどのような効果？

▶今回の出展の効果はいかがでしたか？

受注の増加・
ネットワーク構築にも

寄与します！

大変よかった

16.2％
普通

26.3％

よくなかった
10.1％

よかった

47.5％

▶JAPANTEX2019に出展されますか？

出展する

25.3％

出展を検討中

65.3％

出展しない
9.5％

多くの出展者が
出展効果に

満足しています！

約90%の出展者が
次回も出展を
検討しています！

前回来場登録者数

39,909名
※本展の来場者数は登録１回につき１カウントです。
　複数日・複数回お越しの場合でも１カウントとしています。
Japan Home & Building Show、店舗・商業空間
デザイン展、アジアファニシニングフェア、トイレ
産業展・香りデザイン東京、ビルメンヒューマン
フェア＆クリーンEXPOを含む
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