
  

九州ホームショーhttp://www.jma.or.jp/khs/詳細はこちら
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～戸建から団地・マンション・賃貸住宅まで～　
住まいに関する建材・部材・設備・サービスが一堂に

検索九州ホームショー

http://www.jma.or.jp/khs

最新情報はこちらから

会期までのスケジュール

　 　

九州ホーム＆ビルディングショー 事務局

●早期出展申込
　締切日

●通常出展申込
　締切日

●各種資料の発送
*ブースレイアウト図発表
*ブースレイアウト資料
*「各種提出書類」
 「出展の手引」配布
*出展者バッジ
*出展者専用ID・
 パスワード発行
 招待状・封筒 他

●各｢提出書類｣締切
●ブース装飾
　(スマート装飾プラン)
　申込締切（5/17）

●｢出展ブース料金｣
　支払い期限

25日(火)

26日(水)
　 ↓
27日(木)

●搬入日
　8:00～18:00
●会期初日

●会期最終日
●搬出日(即日撤去)
　16:30～21:00(予定)

●出展者セミナー
　申込締切日

2月1日(金) 3月8日(金) 4月19日(金) 4月下旬 5月下旬 6月

事務局必着

問い合せ先
〒105-8522　東京都港区芝公園3-1-22
TEL. 03-3434-1988　FAX. 03-3434-8076　E-mail：khs@jma.or.jp

一般社団法人日本能率協会　産業振興センター内

　

～ホテル・レストラン・オフィスまで～
店舗・商業施設に関する建材・部材・設備・インテリア製品、
演出製品が一堂に会する展示会!!

リフォーム事業者向け専門展示会 
九州で唯一のトイレ産業に焦点をあてた「九州トイレ産業展」!!

第2回
第4回

九州住宅
リフォームEXPO

第1回 九州トイレ産業展第2回

マリンメッセ福岡
2019年 6月26日（水）・27日（木）9：30～16：30会期

会場

2019年3月8日（金）2019年2月1日（金）

出展料金
出展料金

上記「基礎ブース」には、装飾やコンセント、ライトなどがついておりません。
事務局では、ブース数・予算に合わせて装飾プランをご用意しております。別冊「スマート
装飾プラン」をご確認のうえ、別途お申し込みください。「スマート装飾プラン」のご案内
をご希望の方は、お気軽に事務局までご請求下さい。
※2ブース以上のプランもございます。
※本装飾プランは必須ではありません。装飾は各社で行っていただいても結構です。

※「九州・東京パッケージプラン」とは￥550,000（税別）で九州開催(九州ホーム&ビルディング
　ショー)、東京開催(Japan Home&Building Show・店舗・商業空間デザイン展・トイレ産
　業展)両方に出展することのできるお得なプランです。
参考 ： [通常価格]￥300,000(九州)+￥410,000(東京)＝￥710,000(税抜)
　　　[九州・東京パッケージプラン]￥550,000(税抜)

※上記に会員料金、早期申込出展料金は適用されません。
※上記にふるさと建材・家具見本市（東京開催）は含まれません。
※本展示会の開催期間最終日の消費税率を適用させていただきます。

※東京開催分には、別途web掲載料(￥80,000(税別))がかかります。
<注意事項>

装飾について

早期申込

通常申込

基礎ブース
基本的な設備のみのプランです。自社で装飾等を行っていただく必要があります。

出展料金に含まれるもの

※隣接ブースがない場合は、側面の壁
　（パネル）はつきません。
※床面はコンクリートとなります。

1ブース例

申込方法
同封の出展申込書に必要事項をご記入・ご捺印のうえ、事務局へ郵送してください。
また、一般社団法人日本能率協会が主催する展示会に初めて出展申し込みされる
場合は、事前に会社経歴書（または会社案内）、出展予定商品のカタログ（または
取扱商品カタログ）を事務局までご提出ください。

出展者による出展の取り消し

出展料金支払い方法

⑴出展者からの出展申込みの全部または一部の取消・
解約（申込みブース数の削減を含む。以下、本条において
同じ）は、主催者においてこれを了承しない限り認めません。
⑵前項につき、主催者が出展者からの出展申込みの全部
または一部の取消・解約を了承する場合には、出展者は
右記のとおりのキャンセル料を支払わなければなりません。

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、指定口座までお振り込みください。また、振込手数料は、貴社・団体
でご負担ください。
なお、期限内にお支払いいただけない場合は、出展を取り消させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

なお、左記表中の「期限」は出展者からの出展申
込みの全部または一部の取消・解約の意思表示
が、主催者に到達した時点をもって区別します。
また、出展申込みの一部の取消・解約の場合の
キャンセル料の「税抜出展ブース料」とは、取消・
解約される分に相当する税抜出展ブース料の額
とします。

2019年4月19日（金）
支払期限

税抜出展ブース料の50％

税抜出展ブース料の100％

キャンセル料期　限
出展申込期限（早期、通常）の翌
日から下記該当日前日
出展者説明会開催日または出展
者説明会を実施しない展示会に
おいては出展ブースレイアウト
決定日翌日以降

会　員※1

会員外
￥280,800-
￥324,000-

￥260,000-
￥300,000-

￥20,800-
￥24,000-

基礎ブース単価（税抜） 消費税(8%) 基礎ブース単価（税込）

会　員※1

会員外
￥300,000-
￥340,000-

基礎ブース単価（税抜）
￥24,000-
￥27,200-

消費税(8%)
￥324,000-
￥367,200-

基礎ブース単価（税込）

申込締切日：2019年2月1日（金）

申込締切日：2019年3月8日（金）

※1「会員」とは、一般社団法人 日本能率協会の法人会員をさします。

●間口2970mm
　×奥行2970mm
　×高さ2700mmのスペース
●電気工事
　（100V／300Wまでの
　 一次幹線工事）
●招待状・封筒セット
●ポスター
●公式ホームページへの
　出展者情報掲載

2700mm

2970mm 2970mm
（内寸2930mm）

出展規定（抜粋）※出展申込書（契約書）裏面に記載しています。必ずご確認ください。

九州ホームショー、九州 店舗・商業空間デザイン展、
九州団地・マンションリノベーション総合展、
九州住宅リフォームEXPO、九州トイレ産業展

※上記に会員料金、早期申込出展料金は適用されません。
※ミニブースは、8ブース限定(先着順)となります。
※ミニブースは、2017年、2018年の出展者は対象外となります。

ミニブース ￥21,600-￥200,000- ￥16,000-
単価（税抜） 消費税(8%) 単価（税込）

ミニブース

出展

先着8ブース限定

料金に含まれるもの 1ブース例

●間口1980mm×奥行1980mm
　×高さ2700mmのスペース
●会議テーブル
　（W1200×D600×H730）
●パイプ椅子
●社名板　
　※ロゴ使用の場合は別途費用がかかります。
●電気工事
　（100V／300Wまでの一次幹線工事）
　※電気使用の際は、別途コンセントレンタル費・
　　電気使用料がかかります。
●招待状・封筒セット
●ポスター
●公式ホームページへの
　出展者情報掲載

2700mm

1980mm
パイプ椅子

袖パネル

会議テーブル

COMPANY NAME

社名板

※隣接ブースがない場合は、側面の壁
　（パネル）はつきません。
※床面はコンクリートとなります。

間口2.97m×奥行2.97m×高さ2.7m

間口1.98m×奥行1.98m×高さ2.7m

九州・東京パッケージプラン

ミニブースプラン 先着8ブース限定

お得です!!

2700

2970

パラペット 社名板

色をえらべるカーペット

ベーシックプラン（1ブース）イメージ図

～室内リフォームから大規模修繕・改修、建替、
　　　　各種サービスに焦点をあてた展示会～ 

九州団地・マンション
リノベーション総合展

第1回

九州 店舗・商業空間デザイン展
九州・東京

パッケージプラン ￥330,000-￥30,000-
￥550,000- ￥600,000-

￥300,000-

￥270,000-￥20,000-￥250,000-
基礎ブース単価（税抜） 消費税※ 基礎ブース単価（税込）単価内訳 単価内訳小計

九州
東京

出展のご案内
割引のあ

る
東京・九州
パッケージ
料金あり

!!

上記を総称に下記5つの展示会が開催されます!!

2019
ホーム ＆ 
ビルディングショー

2019

NEW NEW



　

TEL.03-3434-1988出展に関するお問い合せはこちら▶ http://www.jma.or.jp/khs/詳細はこちら▶ 検 索九州ホームショー

来場者業種

第2回九州ホームショー来場者アンケート（抜粋） 第2回九州ホームショー来場者アンケート（抜粋）

設計・施工

ゼネコン、建設会社

造園・ガーデニング業

商社・卸売業

小売

メーカー

研究所・教育機関

官公庁・団体・地方自治体

一般、学生

その他

工務店・ハウスメーカー・
リフォーム会社

貴社は本展示会に来場して満足されましたか?

注目

1
注目

2
住宅・建築業界の
プロが多数来場します！

来場者の満足度が高い
展示会です！

15.5％

10.2％

5.8％

0.1％
25.1％

8.2％

25.3％
0.6％

2.7％

5.4％

1.1％

0 10 20 30

ほぼ満足
36.5%

普通
39.5%

満足
16.3%

少し不満 6.4%

不満 1.3%

！！
～戸建から団地・マンション・賃貸住宅まで～　
住まいに関する建材・部材・設備・サービスが一堂に
出展対象

来場対象
● 工務店 ● ハウスメーカー ● 建築・設計事務所 
● 建材商社 ● リフォーム会社 ● 造園、ガーデニング工事業 
● 管理会社 ● 管理組合 ● 小売＆流通業（ホームセンター 他） 
● 施主・一般 ● 自治体・団体　など

● 建材・部材（基礎関係、構造材・部材、外装材、内装材、建築金物、断熱・遮熱関連製品 ほか）
● ふるさと建材（国産材・地域材を使った建材・家具・建具 ほか）
● 設備・システム（空調・冷暖房設備、給排水・衛生設備、電気設備、防犯対策、各種設備工事用資材、各種住宅設備 ほか）
● CAD・ソフトウェア・業務サポート（CAD、設計・他各種ソフトウェア、業務・営業サポート、検査・調査・保守保全メンテナンス、
　  業界紙誌、業界団体 ほか）
● ＤＩＹ・リフォーム提案（ＤＩＹやリフォームに関する建材・部材・設備、業務・営業サポート）
● 工務店・住宅フランチャイズ（フランチャイズ・代理店募集、工務店、ハウスメーカー、建築・設計事務所、設計相談、
 　 コンサルティング業 ほか）
● 災害・地震対策（免制震部材、構造材、ダンパー、補強基礎、関連工法・技術、耐震内外装材、制耐震金物、
　  その他各種災害・地震対策設備・サービス ほか）
● インテリア・家具（家具、各種インテリア、デザイン内装材、設備 ほか）
● 創エネ・蓄エネ・省エネ（太陽光発電設備・システム、太陽熱利用設備・システム、定置型リチウムイオン電池、EV／PHV、
  　ＨＥＭＳ・MEMS、HGW（ホームゲートウェイ）、ブロードバンドルータ、各種スマートメータ ほか）
● 建築資材・現場（足場、工具、囲い、フェンス、養生、作業用機器、運搬機器、作業服）
● ガレージ・車庫（カーポート、外構、設備、工具、ツール ほか）

第4回

第2回

出展対象

来場対象
● 建築設計事務所 ● デザイン会社・デザイン事務所 ● 商社・卸売業
● 総合建設・ゼネコン・設備工事業 ● 不動産会社・デベロッパー ● ビルオーナー
● 関連メーカー ● 内装工事業・リフォーム業 など ● 自治体・団体　など

● 内装壁材（木材、タイル・ストーン、左官材、塗料、壁紙、パネル など）
● 床材（フローリング、タイル など）
● インテリア素材（透明素材（装飾ガラス、デザインアクリルなど）、装飾シート・フィルム など）
● ファニチャー（チェア、ソファ、テーブル など）
● 照明器具（ペンダントライト、テーブルランプ、LED照明、什器用LED照明 など）
● デコレーション製品（店舗ディスプレイ用品、デコレーション・インテリアグッズ、造花、人工樹木、花器、プランター、アロマ など）
● ディスプレイ什器（店舗什器、ディスプレイ収納什器、ワイヤーシステム、ディスプレイシステム など）
● 演出機器（デジタルサイネージ、音響、プロジェクションマッピング、映像・CG制作、ホログラフィック技術 など）
● サイン・看板（LEDサイン、シートサイン、看板 など）
● 装飾材・造形物・ペイント（モールディング、装飾建材、オーダーメイド造形物、エイジング塗装 など）
● ITシステム・機器関連　　● 衛生・空調関連設備・備品　　● 業務用厨房設備・機器

出展対象

来場対象

出展対象

来場対象

九州で唯一のトイレ産業に焦点をあてた「九州トイレ産業展」!!
九州トイレ産業展第2回

～ホテル・レストラン・オフィスまで～
店舗・商業施設に関する建材・部材・設備・インテリア製品、演出製品が一堂に会する展示会!!

九州 店舗・商業空間デザイン展

～室内リフォームから大規模修繕・改修、建替、各種サービスに焦点をあてた展示会～ 
九州団地・マンションリノベーション総合展第1回

九州住宅リフォームEXPO第1回

リフォーム事業者向け専門展示会 

トイレ機器、IoT周辺機器、内装材・建材、給排水・空調設備、アメニティ・衛生用品、香り製品、
トイレ専用清掃用品・洗剤、運営サービス など

公共施設、店舗・商業・イベント施設、医療・福祉、ホテル・旅館、ビル経営、メンテナンス、住宅・建設、
工場・化学・産業・倉庫、メーカー・商社、フランチャイズ、イベント関係者 など

出展対象

来場対象

建材、部材、設備、セキュリティ、インテリア、家具、バリアフリー、サービス、その他

リフォーム事業者、工務店、ハウスメーカー、設計インテリア事務所、専門工事会社、ゼネコン、デベロッパー、
不動産会社、不動産オーナー、商社・流通会社、住宅設備・建材メーカー など

各種設備・機器、各種建材・資材、メンテナンスサービス・設備・機器・用品、診断・測定サービス・機器、
リフォーム・リニューアル・コンバージョン技術・建材、セキュリティサービス・設備、省エネルギー・環境、建替、解体、
不動産取得、賃貸借、空室スペース活用、業務支援・マネジメント・管理・各種サービス

管理組合関係者、管理会社、商業ビル・施設管理会社、官公庁、自治体、設計、設備、その他

NEW

NEW


