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名 称

協 賛

公益社団法人インテリア産業協会、ザ・ウールマーク・カンパニー日本支社、社団法人全国ハウスクリーニング協会、
公益社団法人全国老人福祉施設協議会、全日本寝具寝装品協会、日本編レース工業組合連合会、社団法人日本イン
テリアデザイナー協会、一般社団法人日本インテリアプランナー協会、日本カーテンレール工業会、日本カーペット
工業組合、日本化学繊維協会、日本建設インテリア事業協同組合連合会、社団法人日本建築材料協会、日本室内装
飾事業協同組合連合会、一般社団法人日本照明器具工業会、日本繊維産業連盟、日本繊維輸入組合、一般社団法
人日本増改築産業協会、日本タオル工業組合連合会、一般社団法人日本テキスタイルデザイン協会、日本テント
シート工業組合連合会、一般財団法人日本ファッション協会、日本不織布協会、日本ブラインド工業会、一般社団
法人日本壁装協会、公益財団法人日本防炎協会、一般財団法人日本綿業振興会、一般社団法人日本流行色協会、
一般社団法人ニューオフィス推進協会

主 催

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  
Fax:03-3434-8076 http://www.jma.or.jp

2012年11月14日（水）～16日（金）会 期

10：00～17：00開 催 時 間

1,000円（税込）入 場 料

高円宮久子 妃殿下、岸本周平 内閣府政務官 兼 経済産業大臣政務官来 賓

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後 援

しあわせ（SHIAWASE)＋インテリア　インテリアでつながる、広がる、みんなの笑顔。開催テーマ

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

会 場

開 催 概 要

同 時 開 催

合 同 開 催
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クリエーターズタウンヤヨイ化学 ニチベイ 川島織物セルコン

1A-004

1D-0251H-041

1M-079

キヌガワ・パックグループ
Li Peng Enterprise/
Lea Lea Enterprise

1K-0621M-078

極東産機

1M-077

日本ヒューレット・
パッカード

1K-061

フジライトカーペット

1M-076

アシスト

ステラ
グループ

バクマ工業

安心計画
1P-082

1P-083

1Q-084

1Q-085

絨毯ギャラリー
1L-063

ホソバデザイン

桑デザイン
スタジオ

ユニオンデザイン
1J-0421J-0431J-044

WTP
1E-026 テーマ展示ブース

1A-001

チャレンジブース

オーノ 海光社 アイスリープ

マルチピュアジャパン

みはし

進弘産業

モリオト 日神山内装 Mi chang

トインジャパン

1C-008

1C-009

1C-0101C-011

1C-0191C-0181C-0171C-016

1C-015

1C-014 1C-012

東リ

住江織物

日本カーペット
工業組合

1A-002

1B-005

1B-006

サンゲツ

WALPA/壁紙屋本舗

1A-003

1B-007

トーソー

メイワインターナショナル

1D-024

ルノン

1D-023

シンコールインテリア

立川ブラインド工業

1D-021

1D-022

Jaeil Windowtex 

IFIS.A.
フジエ
テキスタイル

1D-0201E-028

CLARKE&
CLARKE

1E-027

静岡県
繊維協会

リバコ
トレーディング

るいす

1F-030

1F-0311G-033

岐阜市産地織物振興会

1F-0291G-032
ユニバーサル
トレジャー

TDA

CSS
合名会社
安田商店

呉江市偉江
紡織紡机

1H-034

1H-0351J-048

1J-047

1J-046

1J-045

ダイセン

繊研新聞社

日本寝装
新聞社

インテリア
情報企画

1K-054

1K-055

1L-064

1L-065

1L-066

1L-067

1K-0561L-068

全日本寝具寝装品協会ダッチウエストジャパン 全国表具経師内装
組合連合会

山越 

YKK AP

1H-036

1H-037

サンローズ

日装連

JCIF

ベルク

南三陸
ミシン
工房

エスケー
化研

ミマキ
エンジニア

リング

1K-057

1K-058

1K-059

1K-060

1L-069

1L-070

1L-071

1L-072

積水成型
工業 セーレン

アルボルズ

1M-074

1M-075

1N-080

1N-081

Shanghai
Revon Trade

フルネス 丸山
繊維産業

米澤物産

サイン
アーテック

インテリア
おおた

NIFコーナー
1H-038

1H-039

1H-0401J-053

1J-052

1J-051

1J-050

1J-049

特設ステージ
（セミナー/出展者プレゼンテーション）

WTPセミナー

パブリックシステム株式会社

ケイテック東装協・
ＪＣＩＦ・
東京技能士会

東亜
コルク

ペルシャン・
パレス上海山福貿易

1C-013

エスカレーター

会場
受付

1Q-086

Esperimento
Spazio
2012

情報
ステーション

＆
ラウンジ

1M-073
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■全体会場図  東1ホール

東展示棟全体図

東1ホール東2ホール東3ホール

東4ホール東5ホール東6ホール



国内合計　183社（前年156社 前年比117.3％）
内訳：国内170社（前年126社 前年比134.9％）、海外13社（前年30社 前年比43.3％）
海外内訳：中国（3）、台湾（3）、韓国（2）、イラン（2）、イギリス（1）、ギリシャ（1）、インド（1）
（ホーム・ビル&インテリアWEEK出展者数　631社）

出 展 者 数

8,700㎡（ホーム・ビル&インテリアWEEK  25,700㎡）会 場 面 積

499小間（ホーム・ビル&インテリアWEEK 1,234小間）総出展小間数

月　日 JAPANTEX 合　計他展からの
来場登録者数

Japan Home &
Building Show天　候

11月14日（水） 1,093名4,555名
（5,123名）

5,465名
（5,641名）

11,113名
（10,764名）晴れ

11月15日（木） 1,159名3,790名
（4,633名）

5,844名
（5,751名）

10,793名
（10,384名）晴れ

11月16日（金） 1,307名4,128名
（4,949名）

6,031名
（5,775名）

11,466名
（10,724名）晴れ

3,559名

プレス登録者　JAPANTEX　　　　　　　　　　158名
Japan Home & Building Show　198名

プレス登録者　JAPANTEX　　　　　　　　　　158名
Japan Home & Building Show　198名

12,473名
（14,705名）

17,340名
（17,167名）

33,372名
（31,872名）

合　計

※来場登録者数：来場者として登録された人数。会期中「1登録」につき1回のみカウント。
※JAPANTEXの前回来場登録者数には他展からの来場者、プレスを含む。

■ 登録来場者数 （前回来場登録者数）　

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

Building Show
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

リフォーム業者

E

建築設計事務所

デザイン事務所
B

百貨店

量販店

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

他展からの来場登録者数

合　計

3,559名

33,372名

インフラ関係

通信・ＩＴ
I

官公庁・地方自治体・団体

病院・学校・公共施設
K

開 催 結 果

インテリアトレンドショー第31回ＪＡＰＡＮＴＥＸ2012は11月14日（水）から16日（金）までの3日間、会場を東京ビッグサイトの西展示ホールから東
展示1ホールに移し開催した。第31回を迎えた今回より「ＪＡＰＡＮＴＥＸ」は「Ｊａｐａｎ Ｈｏｍｅ＆Ｂｕｉｌｄｉｎｇ Ｓｈｏｗ」と合同開催の一大イベントとしてイ
ンテリア業界、住宅・建築業界のチカラを集結。「ホーム・ビル＆インテリアＷＥＥＫ」として新しいビジネスの世界を広げた。

250名

222名

1,442名

1,121名

1,329名

769名

608名

1,095名

849名

1,581名

329名

2,831名

858名

1,317名

2,291名

2,702名

1,658名

3,600名

1,931名

3,058名

157名

1,802名

106名

286名

1,051名

4,338名

301名

3,089名

580名

688名

2,982名

7,396名

458名

4,891名

3,559名

686名

974名
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■ 業種別来場者登録者詳細



高円宮妃殿下日本インテリアファブリックス協会 吉川会長 日本能率協会 中村理事長 JAPANTEX 西田実行委員長 岸本経済産業大臣政務官

お姫様のブードア。おしゃべりしながらゆっ
くりお化粧を楽しむ。プリンセス気分が味
わえるパウダールーム。激務続きのオフィ
スにもあってほしい化粧室を提案。
リーダー：室賀裕子 （有）ガロムユウ、

桜井ゆき子 （有）デコライフ、
平多千春 （有）ミツワインテリア

キャンピングカーでの暮らし。クールジャパン
インテリアが仲間うちで評判。ワンルームマ
ンションにも採用したいスタイリングを提案。
リーダー：西垣ヒデキ DECORATORS、

日吉 啓 （株）サンクラフト、
後藤浩明 （有）アート・ケイ

エクステリアを中心に暮らす毎日。屋外用
ファブリックスでおしゃれしたガゼボでの食
事会。そしてお昼寝も読書ものんびりと。
リーダー：森 澄子 （株）インテリアネットワークス、

山中大輔 （有）三愛、
日吉 啓 （株）サンクラフト

ハイグレードのファブリックスと家具で贅沢
にしつらえたクルーザー。親しい人と刻々
変わる海を楽しむ。夜景が美しい高層マン
ションのリビングにもお勧めの提案。
リーダー：木村幸子 ファブリックマジック、

坂部真一 クラシカ(株)、
河西利江子 (株)インデコ、
平岩香苗 林物産(株)

和風の男性用パブリックトイレット。竹林に
囲まれて用を足すような開放感。日本人で
良かったと思うひと時を演出。
リーダー：佐々木智美 （有）デコラボ、

梶川 聡 （有）ミツワインテリア

水族館マニアのためのバスルーム。魚や
クラゲと一緒に海の中の気分を楽しめる、
そんなインテリアリフォームできたら楽しい
との思いを込めて。
リーダー：鈴木幸生 （有）カーテンハウスシルクみどり店、

松村良子 MIWインテリアワーク
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日本インテリアファブリックス協会・吉川一三会長の挨拶に始まり、日本能率協会・中村
正己理事長の挨拶、西田武司JAPANTEX2012実行委員長の開催要旨説明、岸本
周平内閣府政務官兼経済産業大臣政務官のご祝辞の後、高円宮妃殿下よりお言葉、
テープカットによりスタートした。同日17：30よりホーム・ビル＆インテリアWEEK合同レセ
プションをレセプションホールにて開催した。

■開会式　11月14日(水)　9：00～

インテリアでつながる、広がる、みんなの笑顔。
「自分が自分であることが幸せ」をテーマに、際立ったスペースでのインテリアを提案。

■テーマ展示｢しあわせ(Shiawase)＋インテリア｣

（敬称略）
総合監修：塩谷博子 ファブリックワークス、
チーフ：室賀裕子 (有)ガロムユウ、木村幸子 ファブリックマジック、
サポート：高橋千賀子 デリシャスファブリック、佐藤里夏 (有)テキスタイルシン

Princess Princess Everyday CampingNatureCalls

Aquarium Everyday Outdoor Everyday Cruising

開催レポート



＊当トークセッッション＆セミナーは全てＵｓｔｒｅａｍでライブ中継された。

■インテリアトークセッション＆セミナー　（敬称略）

2012年春、日本テキスタイルデザイン協会
が発刊した｢インテリアファブリックス業界変
遷史｣の著者・大森克夫を招いて業界の歩
み・現在・未来について語った記念セミナー。
MC:（株）Fab・4・Works代表取締役 大場麻美
（株）インテリア・リド代表 大森克夫
一般社団法人日本テキスタイルデザイン協会副理事長 今野文雄

インテリアファブリックス　時代の流れと末来への展望
11月14日（水） 11：00～12：00

大森克夫 今野文雄

大場麻美

暮らしぼっこ ナビゲーター こやまひろ
ゲスト:L.C.A. infinity代表 杉山和佳子、ミュークデザインスタジオ代表 佐藤真奈美
Skype出演:Office SPIRAL主宰 水田恵子、宮城インテリアコーディネーター倶楽部

ユーストリームで放送中のインテリアコーディネーターを応援
する番組 ｢暮らしぼっこ｣をJAPANTEX会場から生放送。

インテリア好き全員集合！
～インテリアでつながる、広がる、みんなの笑顔～

11月14日（水） 15：15～16：15

こやまひろ

リビングデザインセンターOZONE館長 塚本文雄

住まいの情報拠点リビングデザインセンター OZONE
の館長が、豊かな経験と実績、数多い調査結果を通し
てインテリア業界の課題と期待等を提示。

生活者視点から見るリフォーム事情
～インテリア業界の課題と期待～

11月15日（木） 11：30～12：30

塚本文雄

熊谷安利プロジェクトリーダー 熊谷安利
プロジェクトサブリーダー 鈴木やすか
プロジェクトメンバー 小池哲生、鈴木恵美子

ミシンのお渡し方や使い方の説明、縫製、生地の支
給、現地での交流など、同プロジェクトの1年間の活
動と今後の活動について報告。

南三陸ミシン工房「ミシンでお仕事プロジェクト」
”わたしたちにもできることがあります～被災地支援のご報告～”
11月16日（金） 11：30～12：30

越川洋平 西垣ヒデキ 杉原吉直

南村弾 林田典子

MC:（株）オーブインターナショナル代表 越川洋平
デコレーターズ代表 西垣ヒデキ、
和紙屋杉原商店社長 杉原吉直、
（株）ニーディック ダンプロジェクト主宰 南村弾、
bp international tokyo（株）代表取締役 林田典子

インテリアトークセッション第4弾はつくる、
伝える、使う、それぞれの立場から持論を
展開。特にJAPANTEXへの提言は興味
深いものだった。

時代はインテリアビジネスに何を求めているか
～クールＪＡＰＡＮインテリアの魅力と可能性～

11月15日（木） 14：15～15：15

（株）ゼロファーストデザイン代表取締役 佐戸川 清

｢Japan Home & Building Show｣内の特別展示｢暮
らしとデザイン｣と連動しての記念セミナー。住まいのリ
フォームやリノベーションを通して、｢暮らしとデザイン｣の
提案、インテリアエレメントが空間デザインに果たす役割
について語った。

ホーム・ビル＆インテリアWEE 記念講演
建材+インテリア「暮らしとデザイン」
～インテリアエレメントが空間デザインに果たす役割～

11月15日（木） 15：45～16：45

佐戸川清

佐野真士スタジオテック代表取締役 佐野真士

カタログやホームページ担当者、インテリアコーディネー
ターやデザイナー向けに、商品や施工した記録事例を美
しく撮影するテクニックなどを紹介した。

ブログやホームページで使う実例写真。
明るさとアングルでここまで変わる。
撮影テクニックの〝ビフォー＆アフター〟を解説
11月16日（金） 14：15～15：15

（株）日建スペースデザイン 東京設計室 シニアデザイナー 鈴木真弥

東京スカイツリーの全体コンセプト
や構造からインテリアまで設計者
しか知りえない内容を解説。

「東京スカイツリーのインテリア」
～東京スカイツリーの斬新デザイン―設計者は語る～

11月16日（金） 15：45～16：45

鈴木真弥
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開催レポート

町田ひろ子

最新福祉施設紹介＆最新英国インテリアビジネス最前
線福祉・ライフスタイル・インテリアビジネスに幅広い知
識と経験を持つ町田ひろ子アカデミー校長 町田ひろ子
が、高齢化社会を迎えて、｢住まいにおける福祉の在り
方｣を、最新の福祉施設への納入事例も紹介しながら
英国インテリアビジネスについて語った。

最新福祉施設紹介＆英国インテリアビジネス最前線
11月14日（水） 13：45～14：45

町田ひろ子アカデミー校長 町田ひろ子
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WTP（ウィンドートリートメント業界活性化プロジェクト）活動の一環としてインテリア専門店、内装工事店を主対象にセミナー、バネルディスカッ
ション（ＭＣ：インテリア情報企画代表取締役 善明剛史）を連日開催した。

■ＷＴＰセミナー、パネルディスカッション＆ワークショップ　（敬称略）

生活者に支持される元気なインテリア専門店はどのような施策を
講じているのかを調査した結果を踏まえながら「期待される専門店」
という視点で専門店像と、これからの業界の展望を語り合った。

インテリア業界の展望と期待される専門店とは？
11月14日（水） 14：00～15：30

パネリスト：インテリア文化研究所代表 本田榮二、ＷＴＰ代表 水越勝也、
ＮＩＦ需要開拓委員会委員長 近藤忠稚

カーテンを販売するには、さまざまな知識が必要、しかし知識がある
だけでは売れません。販売員が必要な接客技術をカーテン販売の
プロが伝授した。

また来たくなるカーテンショップ
11月14日（水）～16日（水） 11：00～12：00

講師：Space design Toko代表 福田利子

専門店にとってホームページは告
知・集客の有効な手段。初心者向
けにホームページの効果的なつくり
方とアクセスをアップする方法などを
伝授。

専門店に役立つワークショップ

講師：(株)イノリス代表取締役 牧野聖吾

ホームページ
元気のある地域密着型インテリア専門店に、その要素は何か、顧
客管理の方法、集客のための販促、Webの活用など、専門店独自
の「強み」と「こだわり」について語り合った。

インテリア専門店の「強み」と「こだわり」とは？
11月15日（木） 13：00～14：30

パネリスト：(株)インデコ代表取締役 町田了一、(株)奥島内装代表取締役 奥島英明、
（有）ミツワインテリア代表取締役 梶川完之

カーテンだけでは経営が難しいという現状の中、新築需要の低迷
からリフォーム市場への需要創造に目を付け、窓まわりリフォームの
仕事を上手く取り入れた専門店が語り合った。

インテリア専門店ならではのリフォームとは？
11月16日（金） 14：00～15：30

パネリスト：(株)サンアベニュー代表取締役 望月 寛、(有)三愛店長 山中大輔、
(株)タカオインテリアデコレーティング代表取締役社長 髙尾 実、
ＹＫＫＡＰ(株)住宅パーツ・工法研究室主席研究員 白瀬哲夫

カーテンの詳しい説明こそ専門店の
本分。カーテンを描いて説明すること
ができたら…。カーテンのパースや
カーテンを販売するためのPOPの描
き方を伝授。
講師：アトラスデザインスタジオ代表 飯田公久

販促・ＰＯＰ

出展者が自社製品、技術を特設ステージにて来場者や他の出展者にＰＲを行った。

■出展者プレゼンテーション

11/14（水）
12:15～12:30 株式会社 海光社 「線と面」照明の幅を広げる無機ELの光

12:35～12:50 株式会社 絨毯ギャラリー ゾランヴァリギャッベの魅力

12:55～13:10 IFI S.A（ギリシャ） 日本のテキスタイル市場へのファーストアプローチ

11/15（木）
12:45～13:00 安心計画 株式会社 最新ツールで＜生活提案＞の常識が変わる

13:05～13:20 株式会社 インテリアおおた 未来の新防災素材！

13:25～13:40 エスケー化研 株式会社 意匠性に優れた「安全・軽量」シート建材

11/16（金）
12:45～13:00 日本ヒューレット・パッカード株式会社 インテリアをオンデマンドで！HP Latexプリンター

13:05～13:20 ステラグループ 株式会社 ～人・空間・光～快適なオフィス設計

13:25～13:40 有限会社 日神山内装 自由に着せ替えできる壁―スターウォール

時　間日 発表者 テーマ
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感性と視点を活かし、インテリアの可能性を追求した作品を広く募
集。今回のテーマはＪＡＰＡＮＴＥＸ2012に連動し「しあわせ（Ｓｈｉ
awase）＋インテリア」。多数の応募作品から選ばれた入選作品の展
示と表彰を行った。

最 優 秀 賞は「Happy Circle 
For you & Your Family」。
OLSの張 棋敦（チャン ギドン）、
徐 志勲（セオ ジフン）が受賞。

■第9回インテリアデザインコンペ2012

4月10日（インテリアを考える日）に審査結果
の発表を行った「第3回インテリアスタイル公
募」受賞作31点とJAPANTEX初日に審査
発表を行った「第4回部屋mite大賞」の受賞
作14点をパネル展示した。

■第3回・第4回部屋mite投稿大賞受賞作品展示

｢更加邂逅（グンジャシィエホウ）｣という普段、馴染みのない言葉と多様な“素材”【和紙（五箇山）・コルク・タオルの耳・シャツ残布】
に学生ならではの解釈を加えて造形を表現。（海外2校を含む21校が参加）「Eｓｐｅｒｉｍｅｎｔｏ Sｐａｚｉｏ2012」展も別途併催した。

■クリエーターズタウン テーマは『更加邂逅2012/Reconstructed  Fabric』
グンジャシィエホウ

会場マップの紹介、セミナー＆トークセッションスケ
ジュールの案内。来場者プレゼント企画の案内とご
応募等あらゆる会場内の情報入手を可能とし、さら
にモバイル端末の充電機能も設置した。
会期終了後、来場者プレゼントA賞、JTB旅行券（5
万円）15名様、B賞東京スカイツリーはとバスツアー
15組30名様の抽選を行ない賞品を発送した。

■情報ステーション＆ラウンジ

「ふんばろう東日本支援プロジェクト」の｢ミシンでお仕
事プロジェクト｣の内容と活動実績を紹介。JAPAN 
TEXではカーテン生地などを使ってこのプロジェクトで
縫製した製品を購入し、有料入場者にプレゼントした。
また、南三陸ミシン工房に入場料の一部65万円を
11月30日寄付をした。

■南三陸ミシン工房

開 催レポート



■出展効果（出展目的に対して） ■JAPANTEX2013に出展されますか？

出展する
22件

出展しない
1件

出展を検討
49件

大変よかった
8件

よかった
47件

よくなかった
4件

普通14件

■ジャパンホーム＆ビルディングショーとの
　合同開催について

大変よかった
17件

よかった
33件

わからない
14件普通9件

■出展目的
43件

34件

32件

26件

16件

14件

6件

3件 n＝86 n＝73件

n＝73件 n＝72件

新規バイヤー開拓

企業PR・
イメージアップ

新商品PR

既存取引拡大

マーケット
リサーチ

消費者への宣伝

新規代理店募集

その他

50.0％

39.5％

37.2％

30.2％

18.6％

16.3％

7.0％

3.5％

08

■展示会場内の活況状況と展示ブース

開 催レポート

出 展 者アンケート集計結果
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４月からは出展者募集を中心に８月末の記者発表会以降は、来場動員の為の発信を行った。特にＷｅｂでの告知を強化、JAPANTEXホーム
ページを充実させ、ブログ、メルマガ、ツイッター、フェイスブックの活用を積極的に展開した。合同開催「ホーム・ビル&インテリアWEEK」による
相乗効果として日本テレビ、NHK首都圏センターの取材があった。（取材総数92社）

報道・記事掲載、広告掲載と来場動員活動

■パブリシティ掲載紙・誌（2012年12月28日現在）　
分　野 主な掲載媒体　（　）4月以降の掲載回数

繊維関連 繊維ニュース（17）、繊研新聞（5）、NONWOVENS REVIEW

インテリア･家具関連 家具新聞（5）、家具タイムス（4）、家具週報

寝装関連 寝装リビングタイムス（25）、Bonne nuit

建材・資材関連 サッシタイムス（4）、産繊新聞（4）、住宅資材新聞

一般紙・誌 中部経済新聞（4）、信濃毎日新聞

建設・ハウジング関連 建通新聞（8）、ハウジング･トリビューン（2）、CONFORT（コンフォルト）、日本住宅新聞、住宅新報、
日刊建設工業新聞、CCI、建材コレクション

インテリア・内装関連
インテリアビジネスニュース（10）、壁装新聞（8）、東京室内装飾新聞（6）、CeV２１（5）、室内装飾新聞（4）、
日装連新聞（4）、JCMニュース（4）、ホームリビングAmbiente（3）、IDBカーペット（2）、
JCIF関東ニュース（２）、どりーむ、JCIF（ジェイシフ）

その他
MICEjapan（3）、LAUREL NEWS（3）、金物情報ニュース（3）、全表連新聞（3）、公募ガイド（3）、
月刊ファッション雑貨、林経新聞、林材新聞、イベントカレンダー、見本市展示会通信、月刊需要創造、
東京ビッグサイトイベントカレンダー、デザイン・イベントガイド2012

■Ｗｅｂ広報
分　野 主な掲載サイト

メディアサイト 朝日新聞社・ASAHI.com、建通新聞社、株式会社建報社、インテリア情報企画・オンラインインテリアビジネスニュース、
展示会とMICE（展コミ）、日本寝装新聞社（寝装リビングタイムスWeb）

行政・団体サイト JETRO（日本貿易振興機構）見本市・展示会データベース J－messe、
東京都ガイド・台場・青海・有明エリアの総合情報、東京お台場net

展示会専門サイト INTERNET TENJIKAIインターネット展示会、イベント番長、ザッカネット展示会、AKICHIATLAS.com、
KENCHIKU 展示会サイト

その他

リフォームのための情報サイト、refoco リフォコ、全国イベント情報館、インテリア情報サイトすまレピ、
暮らしぼっこ、東京ビッグサイト・イベントスケジュール、ジパング・ドットコム、
Walker Plus TOKYO ウォーカープラス東京、ロケタッチ駅前案内、観光ガイド・ゆこゆこ、
一人暮らしのインテリアのZIPANG.com、東京都のお出かけイベント情報

大手サイト YAHOO JAPANイベント情報・Yahoo!ロコ、niftyニュース、BIGLOBE住宅ニュース、gooニュース、
ライブドアLivedoorHOMME
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JAPANTEX2012  出 展 者 索 引（50音順）

有限会社アート・ケイ
IICRC JAPAN（日本カーペット工業組合）
IFI S.A.
株式会社アイスリープ
赤間 洋子（Esperimento Spazio 2012）
株式会社旭織物（岐阜市産地織物振興会）
旭化成商事株式会社（日本カーペット工業組合）
株式会社アシスト
株式会社アルボルズ
安心計画株式会社
ASHLLEY FURNITURE HOMESTORE YOKOHAMA
アトリエ・デコ
アルテトラ

あ

英国羊毛公社日本支部（日本カーペット工業組合）
A･VEC株式会社
ＡＷＩ／ザ・ウールマーク・カンパニー（日本カーペット工業組合）
株式会社エー・ピー・エス
エスケー化研 株式会社
Esperimento Spazio 2012
F&H ファーハディアン（株式会社メイワインターナショナル）
F2N エフツーエヌ（パブリックシステム株式会社）
遠州織物工業協同組合

え

株式会社インクコーポレーション
株式会社インズコーポレーション
インテリアインポートドーノ
株式会社インテリアおおた
有限会社インテリア情報企画
株式会社インテリアネットワークス

い

WTP/ウィンドートリートメント業界活性化プロジェクトう

太田織物株式会社（岐阜市産地織物振興会）
株式会社オーノ
株式会社オーノ（日本カーペット工業組合）
岡本 直枝（Esperimento Spazio 2012）
小花寿司

お

株式会社海光社
金澤 洋（Esperimento Spazio 2012）
株式会社川島織物セルコン
株式会社川島織物セルコン（日本カーペット工業組合）
姜 聖海（Esperimento Spazio 2012）

か

株式会社ギソー（岐阜市産地織物振興会）
株式会社キヌガワ京都
キヌガワ・パックグループ
岐阜市産地織物振興会
極東産機株式会社
金 周亨（Esperimento Spazio 2012）
木山いす加工所

き

クラーク&クラーク
クラシカ株式会社
グローバルオーバーシーズ（株式会社メイワインターナショナル）
桑デザインスタジオ

く

株式会社ケイテック
KMデザイン

け

互洋商事株式会社（岐阜市産地織物振興会）
呉江市偉江紡織紡机有限責任公司

こ

株式会社サインアーテック
榮 良太（Esperimento Spazio 2012）
山越株式会社
三共株式会社（岐阜市産地織物振興会）
株式会社サンゲツ
サンケミカル株式会社（日本カーペット工業組合）
サンローズ株式会社

さ

株式会社ニーディック
ニチエス株式会社
株式会社ニチベイ
ニッシン株式会社（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）
株式会社日本寝装新聞社 寝装リビングタイムス
一般社団法人日本テキスタイルデザイン協会
日本テキスタイルカウンシル／テクスネット
日本ヒューレット・パッカード株式会社 

に

有限会社ネコテユニオンね

仲佐 史恵（Esperimento Spazio 2012）
中島 良弘（Esperimento Spazio 2012）

な

株式会社パールトーン（株式会社リバコトレーディング）
バクマ工業株式会社
馬車道STARBAY
長谷虎紡績株式会社（日本カーペット工業組合）
パナソニック電工株式会社
パブリックシステム株式会社

は

株式会社フィル
フィール・アット・ホーム
株式会社フジエテキスタイル
フジライトカーペット株式会社
株式会社フルネス
古屋 絵菜（Esperimento Spazio 2012）

ふ

株式会社ベルク
ペルシャンパレス有限会社

へ

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）
株式会社堀正（岐阜市産地織物振興会）

ほ

松村 知佳（Esperimento Spazio 2012）
マナトレーディング株式会社
丸佐株式会社（岐阜市産地織物振興会）
丸ス鈴木株式会社（岐阜市産地織物振興会）
マルチピュアジャパン株式会社
丸山繊維産業株式会社

ま

Mi Chang （Arangju）
Mi Chang（株式会社トインジャパン/アランジュ）
有限会社ミツワインテリア
南三陸ミシン工房
みはし株式会社
株式会社ミマキエンジニアリング

み

村上敷物株式会社（日本カーペット工業組合）む

株式会社モリオト
森島創藝（岐阜市産地織物振興会）

も

株式会社メイワインターナショナルめ

合名会社 安田商店
山田照明株式会社（株式会社サンゲツ）
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）
ヤヨイ化学販売株式会社
ヤヨイ化学工業株式会社（ヤヨイ化学販売株式会社）

や

ユニオンデザイン株式会社
株式会社ユニバーサルトレジャー

ゆ

LI PENG ENTERPRISE CO.,LTD 
Lea Lea Enterprise Co., Ltd（LI PENG ENTERPRISE CO.,LTD）
株式会社LIXIL
株式会社リバコトレーディング
隆春企業股份有限公司（丸山繊維産業株式会社）

り

株式会社るいす
ルノン株式会社

る

Life Style Museum   有限会社日神山内装ら

YKK AP株式会社
WALPA/壁紙屋本舗

わ

吉田房織物株式会社（日本カーペット工業組合）
株式会社米澤物産

よ

PSK  ウィンズ（パブリックシステム株式会社）
許 智惠（Esperimento Spazio 2012）
比楽紡績株式会社（日本カーペット工業組合）
廣野 とし子（Esperimento Spazio 2012）

ひ

株式会社杉原商店
鈴木 純子（Esperimento Spazio 2012）
ステラグループ株式会社
STARBAY（輸入代理店株式会社mall-21）
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
スミヨシ株式会社（日本カーペット工業組合）

す

ゾーファンチィ
徂徠 友香子（Esperimento Spazio 2012）
ゾランバリー（株式会社絨毯ギャラリー）

そ

ダイセン株式会社
株式会社大丸商会
ダイワラクダ工業株式会社（進弘産業株式会社）
竹内 優美（Esperimento Spazio 2012）
株式会社タジマ（日本カーペット工業組合）
立川ブラインド工業株式会社
ダッチウエストジャパン株式会社

た

株式会社ティ・アイ・シー（山越株式会社）て

株式会社トインジャパン/アランジュ
TOIN JAPAN（Mi Chang）
東亜コルク株式会社
東京技能士会
道正 千晶（Esperimento Spazio 2012）
東装協
東リ株式会社
東リ株式会社（日本カーペット工業組合）
株式会社東和商会
東和織物株式会社（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

と

CSS株式会社
JCIF関東
Jaeil Windowtex Co.,Ltd. Korea
株式会社ジェネレーションエックス
社団法人静岡県繊維協会
下重 泰江（Esperimento Spazio 2012）
下村 好子（Esperimento Spazio 2012）
上海鋭文貿易有限公司
上海山福貿易有限公司
株式会社絨毯ギャラリー
全 宰賢（Esperimento Spazio 2012）
進弘産業株式会社
シンコールインテリア株式会社

し

セーレン株式会社
積水成型工業株式会社
株式会社繊研新聞社
全国表具経師内装組合連合会
全日本寝具寝装品協会

せ



東京ビッグサイト

2013年10/ 23（wed）～10/25（fri）
October 23-25,2013

次 回 開 催 予 告

次回も東京ビッグサイトでお会いしましょう！

〒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

NIPPON INTERIOR FABRICS ASSOCIATION
2-3-23 Hamamatsucho,Minato-ku,Tokyo 105-0013　TEL:81-3-3433-4521　FAX:81-3-3433-7860

h t t p : / /www. j a p a n t e x . j p /
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