
お問い合せ先
〒105-0013 東京都港区浜松町 2-3-23 フクダビル6F　TEL：03-3433-4521　FAX：03-3433-7860
e-mail：nif2016@nif.or.jp　http : / /www. japantex. jp/

小間番号板

黒ポール

2700

芯々2970

芯々2970

開閉器

蛍光灯 FL40W 2灯

パラペット
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
2970

2700

300

2970

小間番号板

黒ポール

フリータイプブース チャレンジブース

オプション・その他

パッケージタイプブース（1～4小間まで）

6小間以上の場合
システムパネル及び小間番号板は建てま
せん。（スペース渡し）

必ずカーペットなどで床を仕上げてください。注 意

・後壁、側壁
（システムパネル仕様、白ビニル仕上げ）
※隣接小間がない場合は壁パネルはつきません。
・電気工事
（100Ｖ/300Ｗまでの一次幹線工事）
・小間番号板

付帯設備

▶出展料に含まれるもの（1小間～5小間）

▶出展料に含まれるもの
  （フリータイプブースの付帯設備にプラス）

◆三面開放料金（4小間での出展者対象）
60,000円（税抜） 

・後壁、側壁
（システムパネル仕様、白ビニル仕上げ）
・電気工事
（100Ｖ/300Ｗまでの一次幹線工事）
・小間番号板　・パラペット（黒）一式　
・社名サインボード1枚
・蛍光灯（40Ｗ）1灯　
・パンチカーペット一式

付帯設備

▶出展料に含まれるもの

※新規（2012年以降出展していない）1社1小間限定（先着12コマ）

小間数 高さ

1小間～5小間 2,700mm

6小間以上 4,500mm
（隣接ブースより1mセットバック）

チャレンジブース 2,400mm

◆高さ制限

フリータイプ付帯設備にプラスされるもの
･パラペット（黒）一式　･インフォーメーションカウンター１台
･パイプイス１脚　･貴名受１個　･社名サインボード１枚
･パンチカーペット一式　･蛍光灯（40W）2灯×小間数

付帯設備

装飾・レンタル備品の相談も受け付けています。

一般社団法人日本インテリアファブリックス協会
〒105-0013  東京都港区浜松町2丁目3番23号 フクダビル6F  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　ＴＥＬ：03-3434-1988 FAX:03-3434-8076 http://www.jma.or.jp

10：00～17：00

650小間（予定）小間数

会　場

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、申請中）後　援

名　称

250社（予定）出展者数

2016年（平成28年）10月26日（水）～28日（金）3日間

東京ビッグサイト（東京国際展示場）東展示ホール4・5
〒135-0063 東京都江東区有明3-10-1  TEL:03-5530-1111 http://www.bigsight.jp

合同開催

（一般社団法人日本能率協会、一般社団法人掃除能力検定協会）東6ホール（一般社団法人日本能率協会）東6ホール

（一般社団法人日本能率協会）東5・6ホール（一般社団法人日本能率協会）東1・2・3ホール

開催時間

45,000名（建築＋インテリアWEEK全体）

［2015年実績　650小間］

［2015年実績　252社］

［2015年実績　32,831名］来場予定者

会　期

主　催

（一般社団法人日本能率協会）西1・2ホール同時開催

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

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

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

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、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、クリーニングテクノロジー／デジタルプリント

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

5月 27日（金） 早割申込み締切 ※出展申込書に必要事項をご記入の上、郵送願います。

24日（金）6月 出展申込み締切 ※出展申込書に必要事項をご記入の上、郵送願います。
※締切日前でも予定小間数に達した場合は締切らせていただきます。

初旬予定8月 出展者説明会 ※各種書類の配布、小間位置の発表を行います。

29日（金）7月 出展料金のお支払期日 ※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）

10月 26日（水）から
28日（金）まで 開催！

1小間=9㎡（3ｍ×3ｍ）
 350,000円（税抜）
390,000円（税抜）

早期

通常

1小間=4㎡（2ｍ×2ｍ）
 162,000円（税抜）
180,000円（税抜）

早期

通常

1小間=9㎡（3ｍ×3ｍ）
 419,000円（税抜）  459,000円（税抜）早期 通常

2小間=18㎡（3ｍ×6ｍ）
811,000円（税抜） 891,000円（税抜）

3小間=27㎡（3ｍ×9ｍ）
1,201,000円（税抜） 1,321,000円（税抜）

4小間=36㎡（3ｍ×12ｍ）
1,589,000円（税抜） 1,749,000円（税抜）

早期 通常

早期 通常

早期 通常

JAPANTEX2016 開催概要 各種出展料

出展申込みと会期までの流れ

多彩なゾーニングを予定（インテリア関連の出展を広く募集）

※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。

一般社団法人日本インテリアファブリックス協会／一般社団法人日本能率協会

10.26（wed）～28（fri） 
東京ビッグサイト東4･5ホール
ht tp : / / japantex . jp

◆角小間保障料金
　（1小間での出展者対象）
50,000円（税抜） 
角の小間位置を約束。

主 催

出展のご案内

2小間（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

小間番号板

黒ポール



会場構成図

の合同開催によるメリット

東1ホール

東2ホール

東3ホール

西3・4ホール

西1・2ホール東4ホール

東5ホール

東6ホール

　　　　　　　　　　　は、
インテリアビジネスを強力にサポートする、
日本最大級の国際インテリア見本市です。

IICRC JAPAN（日本カーペット工業組合）
相澤表具店（東京表具経師内装文化協会）
株式会社アイスリープ
有限会社アイディ･タナカ
（東京表具経師内装文化協会）
AYDIN ORME Sanayi ve Ticaret A.S.
Eiffinger（DECOON）
iLiv（DECOON）
アカリ・イマージュ
アサノ不燃（JAFICA）
株式会社アシスト
ADVANSA Marketing GmbH
株式会社Anonimo Design
株式会社Anonimo Design（DECOON）
天池合繊株式会社
（日本テキスタイルデザイン協会）
安徽尚尚家紡有限公司
（中芸新国際展覧（北京）有限公司）
安心計画株式会社
antymark（アカリ・イマージュ）

あ

イー・エフ・アイ株式会社
EASE （有）ピーセス
株式会社イオニア（DECOON）
石井三太夫表具店
（東京表具経師内装文化協会）
石川内装材事業協同組合
株式会社イメージマジック
In Selection AOYAMA
インターチャイナ株式会社
インターリンク株式会社
公益社団法人インテリア産業協会
有限会社インテリア情報企画
Interior Design Luce（暮らしぼっこ）
インテリアフロア工業会
インテリア文化研究所

い

株式会社WIS
株式会社WIS（DECOON）
偉江紡織
株式会社内田表具店
（東京表具経師内装文化協会）
HOULES（DECOON）

う

英国羊毛公社日本支部
（日本カーペット工業組合）
エスケー化研株式会社
株式会社H2N Tokyo
エプソン販売株式会社
エプソン販売株式会社
（日本テキスタイルデザイン協会）
ＭＣパイオニアＯＬＥＤライティング株式会社
（アカリ・イマージュ）
株式会社LLtrade（COBLIN）
L.C.A. infinity（暮らしぼっこ）
LTグローバル株式会社
遠藤表具店（東京表具経師内装文化協会）

え

大阪市立工芸高等学校 インテリアデザイン科
（全イ研）
株式会社オーノ（日本カーペット工業組合）
株式会社オーノ
株式会社OKIデータ・インフォテック
有限会社小野沢家具店
株式会社オリオンエンタープライズオリザ
（JAFICA）
オルク有限会社

お

株式会社賀川（暮らしぼっこ）
香川県立高松工芸高等学校 
工芸科 インテリアコース（全イ研）
CASADECO（DECOON）
株式会社カシマ
GASTON DANIELA（DECOON）
CASELIO（DECOON）
株式会社かたらひ（アカリ・イマージュ）
カラーワークス
佳麗惠實業株式會社
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

か

株式会社川島織物セルコン
（暮らしぼっこパラソル）
関西ペイント（JAFICA）
GANCEDO（DECOON）

か

吉林市白翎羽絨製品有限公司
（中芸新国際展覧（北京）有限公司）
有限会社キミヤインターナショナルトレー
ディングカンパニー
旭興株式会社
極東産機株式会社

き

杭州瑞豐漢藝紡織品有限公司（中芸新国
際展覧（北京）有限公司）
熊本県立熊本工業高等学校 インテリア科
（全イ研）
クラーク＆クラーク
暮らしぼっこ
有限会社グラススタジオウルガ（暮らしぼっこ）
Kravet（DECOON）
株式会社グリーンジャパン
クリーンテックス・ジャパン株式会社
Grape Off株式会社（暮らしぼっこ）
株式会社クロンティップ
桑デザインスタジオ

く

ケイズベルク株式会社
K3 wall depot × JOB ART
株式会社ケイテック

け

ザイコンジャパン株式会社
サイレントグリス株式会社（トーソー）
株式会社サインアーテック
株式会社サンゲツ（JAFICA）
株式会社サンゲツ（デジタルプリント）
株式会社サンゲツ
株式会社サンゲツ（暮らしぼっこパラソル）
サンケミカル株式会社（日本カーペット工業組合）
サンレジャン株式会社
サンローズ株式会社

さ

株式会社シーエスエス東京
有限会社シーズプランニング（暮らしぼっこ）
静岡県立科学技術高等学校 建築デザイン
科（全イ研）
淄博祥業針棉製品有限公司
GYPSY JAPAN（暮らしぼっこ）
JAPAN DECOON
上海鋭文貿易有限公司
上海環谷新材料科技発展有限公司
（中芸新国際展覧（北京）有限公司）
株式会社絨毯ギャラリー
Dugongs（暮らしぼっこ）
淄博佳潤紡織有限公司
常熟万嘉家居用品有限公司
株式会社JOB ART
進弘産業株式会社（プレテリアテキスタイル）
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（暮らしぼっこ
パラソル）

し

杉原商店（JAFICA）
スタイルシャッター
studioart（DECOON）
株式会社スタジオハル
春原表具店（東京表具経師内装文化協会）
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
住江織物株式会社（暮らしぼっこパラソル）
スミヨシ株式会社（日本カーペット工業組合）

す

セーレン株式会社
積水成型工業株式会社
積水成型工業株式会社（暮らしぼっこ）
Cegi Tekstil Konf. San. ve Tic. Ltd Sti.
Patterns from Finland

せ

繊研新聞社
全国高等学校インテリア科教育研究会

せ

株式会社総合報道
蘇州常興耀冠展示器材有限公司

そ

ダイセン株式会社
DYNAUDIO JAPAN株式会社（暮らしぼっこ）
タキロン株式会社（インテリアフロア工業会）
田島ルーフィング株式会社
（日本カーペット工業組合）
田島ルーフィング株式会社
（インテリアフロア工業会）
立川ブラインド工業株式会社

た

株式会社チトセアート
千葉県立市川工業高等学校 インテリア科
（全イ研）
Zimmer+Rohde（DECOON）
中愛株式会社（アカリ・イマージュ）
中芸新国際展覧（北京）有限公司

ち

T&T（DECOON）
TEXTILES FRAU PEREZ S.L.
株式会社テクノアート
株式会社テシード（DECOON）
デュポン株式会社（日本カーペット工業組合）

て

トーア紡マテリアル株式会社
（日本カーペット工業組合）
東亜コルク株式会社
東京デザインパーティー（アカリ・イマージュ）
東京都立工芸高等学校 インテリア科（全イ研）
東京表具経師内装文化協会
東リ株式会社（日本カーペット工業組合）
東リ株式会社（デジタルプリント）
東リ株式会社
東リ株式会社（インテリアフロア工業会）
東リ株式会社（暮らしぼっこパラソル）
東レ・アムテックス株式会社
（日本カーペット工業組合）
トーソー株式会社
有限会社トモデコール（DECOON）
トランスファーテックス gmbh & co（ドイツ）

と

株式会社新潟フジカラー
株式会社二樹エレクトロニクス
西武株式会社（旭興株式会社）
ニチエ株式会社
株式会社ニチベイ
ニチレイマグネット株式会社
ニッシン株式会社（日本カーペット工業組合）
国際図案作家連合
日本内装仕上技能士会連合会
株式会社日本ＨＰ
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）
日本敷物製造株式会社
（日本カーペット工業組合）
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）
日本省力機械株式会社
一般社団法人日本テキスタイルデザイン協会 
日本フリーランスインテリアコーディネーター
協会うちエコ研究会
nya nordiska（DECOON）

に

PASAYA（DECOON）
長谷虎紡績株式会社
（日本カーペット工業組合）
有限会社BaHaR
濱中秀光堂（東京表具経師内装文化協会）
株式会社パワーズポート
ハンターダグラス　ジャパン株式会社

は

株式会社バーモラルインタナショナル
ハウズ・ジャパン株式会社

は

ファッションインフォシップ（ユニオンデザイン）
FABRISTA
ファミリーイナダ株式会社
Feel Lab（アカリ・イマージュ）
有限会社フォレスト
福岡県立博多工業高等学校 インテリア科
（全イ研）
フクビ化学工業株式（インテリアフロア工業会）
藤井制作室
株式会社フジエテキスタイル
株式会社フジエテキスタイル
（暮らしぼっこパラソル）
有限会社富士産業
フジライトカーペット株式会社
富双合成株式会社
（インテリアフロア工業会）
古橋織布有限会社
（日本テキスタイルデザイン協会）
古牧表具インテリア店
（東京表具経師内装文化協会）
株式会社プレテリアテキスタイル
有限会社プロモート・S

ふ

有限会社ひさご商事
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）
有限会社ヒロテック

ひ

株式会社ベルクへ

MY M・Y Total design office（暮らしぼっこ）
マイスタジオ
有限会社マイロード（暮らしぼっこ）

ま

守田漆器株式会社（アカリ・イマージュ）も

有限会社山﨑表具店
（東京表具経師内装文化協会）
ヤヨイ化学販売株式会社
ヤヨイ化学工業株式会社

や

ユニオンデザイン株式会社ゆ

株式会社 米澤物産よ

株式会社ランスロットグラフィックデザインら

LINAS（DECOON）
LIBERTY（DECOON）
リビングセンターOZONE（JAFICA）
LI PENG ENTERPRISE CO.,LTD / 
Lea Lea Enterprise Co., Ltd.
リリカラ株式会社（暮らしぼっこ）
株式会社　凛
リンテックサインシステム株式会社

り

ルノン株式会社る

ローランド ディー．ジー．株式会社
ロンシール工業株式会社
（インテリアフロア工業会）

ろ

三菱電機株式会社
特定非営利活動法人南三陸ミシン工房
南三陸ミシン工房（暮らしぼっこ）
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 
インテリア科（全イ研）
宮崎県立宮崎工業高等学校 
インテリア科（全イ研）

み

有限会社めいくまん（暮らしぼっこ）
メガソフト株式会社
メヘラリ・カーペット（奈良やまと株式会社）

め

堀田カーペット株式会社
（日本カーペット工業組合）
ほ

Nextep（DECOON）
ネムール株式会社

ね

ノーマンジャパン株式会社
Nomura Trading（ADVANSA Marketing）

の

長崎県立長崎工業高等学校 インテリア科
（全イ研）
長野県木曽青峰高等学校 インテリア科
（全イ研）
ナショナルインテリア

な

COBLIN株式会社
KOMATSUKAZUKIプロダクション
（暮らしぼっこ）
五洋インテックス株式会社（DECOON）
株式会社コルティナ（DECOON）

こ

JAPANTEX2015 出展者（50音順）JAPANTEX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。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。

出展メリット
その１ インテリア、住宅・建築業界のプロ32,000人以上と出会えるチャンス！

満足27.5％

普通19.4％

少し不満1.2％

ほぼ満足
51.9％

▶展示全般について

60件イベント・企画に興味があったため
32件講演を聴講するため

69件教育・研修・視察の一環として

47件製品を購入（検討）するため
80件製品購入のための資料収集

1件次回の出展を検討するため
13件会社・上司の指示で

189件新製品を探すため

10件その他

61件新しい提携先・取引先を探すため
113件関連業界・製品の動向を知るため

48件取引のある出展者との交流のため
5件お客様をお連れするため

▶来場目的（複数回答可）

80%以上の来場者が
展示内容に満足しています。

出展メリット
その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。

出展メリット
その3 新たなネットワーク構築・受注増のチャンス！

ジャパンホームショー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。

来場者アンケート結果

50件受注の増加

58件新たな
ネットワーク

38件マーケットへの
PR

13件わからない

3件期待できない

1件その他

▶今後の取引にどのような効果？ ▶JAPANTEX2016に出展されますか？

出展する
26.0％

検討中
69.2％

出展しない4.8％

大変よかった
22.1％

普通
19.5％

よくなかった
9.7％

よかった
48.7％

▶今回の出展の効果はいかがでしたか？

95%以上の出展者が
次回も出展を検討しています。

関連業界に対する訴求力の強化
住宅・建築業界を対象とした「ジャパンホーム
ショー」とインテリアを対象とした「JAPANTEX」
など全５展が合同開催する事により、幅広い
業界に対しての強い発信力につながります。
さらに店舗・施設展、クリーンEXPO、トイレ・
バス・キッチン空間フェアが加わりました。

インテリアから建築
までの多彩な専門
家が来場する事に
より「新規顧客の獲
得」「商談の増加」
につながります。

出展者のメリット 来場者のメリット
それぞれの展示会におい
て関連はあるが対象外の
分野を補完し、住宅の構
成要素からインテリアまで
一連の流れで情報収集と
製品確認が出来ます。

JAPANTEXならではの多彩な主催者企画
■ライフスタイルトレンド展示
生活雑貨なども含めた空間トータルのカ
ラートレンドを提案。

■インテリアトークセッション＆セミナー
業界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。

■ビジネスパートナーシップ
出展企業同士のビジネス拡大の場もご提供します。

■チャレンジブース
通常の半分以下の出展料。予算が厳しい、広い
スペースが不要と言う企業様にお勧めです。

■プレゼンテーションタイム
セミナー会場で出展者が一押しの商品や新商
品、技術や会社を来場者にPR。

2015年 JTEX TRENDS selected by NIF+TDA

官公庁・
地方自治体・団体
病院・学校・
公共施設

K 171名 642名 813名

JAPANTEX 小　計Japan Home &
Building Show業　種 JAPANTEX 小　計Japan Home &

Building Show 業　種

ビルオーナー

デベロッパー

不動産会社

A

ゼネコン

サブコン

建設会社

D

内装工事業者

表装・畳店

リフォーム業

エクステリア販工店

造園業

E

建築設計事務所

デザイン事務所
B

百貨店

量販店・ホームセンター

インテリア専門店F
通信販売

その他小売店

工務店

ハウスメーカー
C

施主（法人）

一般消費者

学生

L

建材メーカー

住宅設備メーカー

インテリア関連メーカー
J

その他メーカー

マンション・ビル管理

メンテナンス
G

商社

卸売業
H

合　計 32,831名
（32,005名）

他展からの来場登録者数 2,817名2,817名

インフラ関係

通信・ＩＴ
I

プレス登録者　　　　274名

218名

183名

1,672名

917名

1,408名

620名

673名

963名

1,214名

1,868名

575名

3,463名

891名

1,146名

2,886名

2,785名

1,983名

4,083名

1,221名

2,994名

81名

1,864名

137名

782名

4,558名

264名

2,964名

562名

2,003名

7,552名

345名

4,828名

699名

（　）内2014年来場登録者数▶2015年度ホーム・ビル＆インテリアWEEK業種別来場者登録者詳細

東1～3ホール 住宅・建築

ジャパンホームショーは、建材・住宅設備・CAD、設計・
エクステリアなどの製品が出展されます。戸建てからマン
ションまで建材・部材・設備に関する専門展示会です。

「建築＋インテリアWEEK」として
東展示ホール（1～6ホール）
全てを使用して開催。

東5・6ホール

西1・2ホール 医療・福祉

西3・4ホール 省エネ・プラント・水素

東4・5ホール インテリア
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