絨毯・カーペット・フロアカバリングの国際的なハブ展示会

DOMOTEX 2019
～出展のご案内～
開催期間：2019 年 1 月 11 日（金）～14 日（月） 9:00～18:00

会場：ハノーバー国際見本市会場
2018 年実績
■ 来場者数：45,110 人

開催期間 2018 年 1 月 12 日（金）～15 日（月）

■ 展示面積 194,300 ㎡

来場者エリア別内訳

来場者業種別内訳

■ 出展者数：1,553 社（65 ヶ国）
82%がターゲットとコンタクトできた
83%が出展成果を高く評価

来場者の 86%が購買決定権者
68%がドイツ国外から訪問

過去出展者
旭貿易、アスワン、大武商事、スミノエ、デザイナーズフリー、
帝人フロンティア、東和、プロテック、他

開催・出展概要
■ DOMOTEX 2019 主要出展カテゴリー
伝統、手織り絨毯
マット、洗浄技術
弾性床材

寄木細工、木製・ラミネートフローリング
機械織りカーペット、モダンクラシックデザイン
テキスタイル・フロアカバリング（住宅・商用）、繊維

機械、工具、技術ソリューション
バルコニー、テラス、庭園用フローリング

■ DOMOTEX 2019 出展料金（最小面積 20 ㎡）
【ただいま早期割引適用中！】 ※9 月 30 日まで
スペースのみ： 3,698.00 ユーロ ～

【左記に含まれるもの】
スペース料金： 171 ユーロ／㎡～ ※開放面により変わります
マーケティング料金：13.90 ユーロ／㎡
ブース装飾サービス料金：お問い合わせください
*基本備品付属ブースの場合 ※電気料金、デポジット等別途かかります

。
DOMOTEX Worldwide
世界各国で絨毯・カーペット・フロアカバリング商談展示会を開催しております。詳細ご希望の方はお気軽にご連絡ください。
★NEW★
DOMOTEXasia
DOMOTEX Turkey
DOMOTEX USA
/CHINAFLOOR （中国・上海）
（トルコ・ガジアンテップ）
2019 年 3 月 26 日～28 日
2019 年 4 月 27 日～30 日
2018 年統計
2018 年統計
（アメリカ・アトランタ）
出展者数 1,418 社
出展社数 195 社
2019 年 2 月 28 日～3 月 2 日
来場者数 60,029 人
来場者数 11,951 人
出展予定規模：
展示面積 165,000 ㎡
展示面積 21,509 ㎡
200 社／92,500 平方フィート
www.domotexasia.com
https://domotexusa.com/
www.domotexturkey.com/en
出展料金 （最小面積 12 ㎡）
出展料金（最少面積：100 平方フィート）
スペースのみ
22,500 元 ～
スペースのみ
3,250 ドル～
2018 年 8 月 15 日現在の情報です。最新情報は展示会ウェブサイトよりご覧いただけます。

お問い合わせ 一般社団法人日本能率協会 産業振興センター ドイツメッセ日本代表部
〒105-8522 東京都港区芝公園 3-1-22 Tel: 03-3434-6447
HP www.jma.or.jp/dms/ Email DMS@jma.or.jp Facebook（日本語）www.facebook.com/jmahannover

フロアカバリング業界におけるアジアのハブ展示会

DOMOTEX asia/CHINAFLOOR 2018
～出展のご案内～
開催期間：2019 年 3 月 26 日（火）～28 日（木）9:00～18:30（28 日は 9:00～15:00）
会場：中国・上海新国際博覧センター
2018 年実績

展示面積： 165,000 ㎡

■来場者数： 60,029 人
●うち 14,238 名は中国国外から来場（24%）
●前年度比 10%増（2017 年度の来場者数：54,529 名）

●オーストラリア、イタリア、マレーシア、米国等からの VIP バイヤープログラムあり

＜来場者上位 15 カ国のランキングと中国国内からの来場者分布＞
日本、韓国、マレーシア、タイ、
インドネシア、シンガポール、オ
ーストラリア等アジア・環太平洋
地域の主要国を網羅！

中国国内では東沿岸部
からの来場者多数

■出展者数： 1,418 社
● うち 303 社は中国国外からの出展（21%）

開催・出展概要
●展示プログラム（2018 年参考）
◇ 絨毯・カーペット・ラグ・マット（手織／機械織）
◇ 関連機械・工具

◇ 木製・ラミネートフローリング
◇ 設置・管理技術・関連製品

◇ 住宅・商業・スポーツ用フロアカバリング
◇ 放射線強化木材（WPC）、石材・セラミック

●注目イベント・エリア（2018 年参考）
Luxury Brands Carpet Show

InnovAction Flooring

Cadeｘ

世界各国の手織り高級カーペットを集めた、
COVER magazine 社との共同主催イベント

業界をけん引する最新製品・創造性あふれる
アイディアをオンライン・会場で体感できる特別エリア

建築家・インテリアデザイナーのための
イベント。2018 年度には 8,000 人が来場

●出展料金

★最小出展面積：12 ㎡～

タイプ１ スペースのみ

■ 22,500 元～ （12 ㎡・1 面解放）
＜内訳＞
・スペース料金：1,875 元／㎡
※120 ㎡を超える場合：1,500 元／㎡

タイプ２ シェルスキーム
スペースに、境界壁、社名版、基本電気料金、
その他基礎備品付の装飾タイプです

■

23,940 元～
（スタンダード・12 ㎡・1 面解放）

※2 年連続出展申込の特別割引料金もあります
※別途、必要に応じて 2 階建てブース、解放面チャージ等がかかります

＜内訳＞
・スペース料金：1,875 元／㎡
※120 ㎡を超える場合：1,500 元／㎡
・シェルスキーム建築費：120 元／㎡
※上位パッケージ（アップグレード）あり

2018 年 6 月 22 日現在の情報です。最新情報は展示会ウェブサイトよりご覧いただけます。

お問い合わせ 一般社団法人日本能率協会 産業振興センター ドイツメッセ日本代表部
〒105-8522 東京都港区芝公園 3-1-22 Tel: 03-3434-6447
HP www.jma.or.jp/dms/ Email DMS@jma.or.jp Facebook（日本語）www.facebook.com/jmahannover

