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2017 Autumn/Winter 

『テキスタイルビジネス 商談会』出展募集のご案内 

 

一般社団法人日本ファッション･ウィーク推進機構 

JFWテキスタイル事業運営委員長 貝原良治 

 

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。日頃は格別のお引き立てをいただき、ありが

たく御礼申し上げます。 

 

国内外の優良なバイヤーとサプライヤーが集まる、ビジネスマッチングの場を目指しスタートした、

「Premium Textile Japan （PTJ）」展は、第 12回開催を迎えます。来場バイヤーからは、活気あふれる展

示会と高い評価を受け、近年最も注目されているテキスタイル展示会と言われております。 

来場者は、素材調達の決定権をもつアパレル・デザイナー・ＭＤが過半数を占め、実ビジネスにつなが

る展示会との評価も定着しました。主催者がコーディネートするビジネスに特化した関連事業の充実もこ

の展示会の魅力です。本物のブランドを提供するアジアで唯一の高級テキスタイルサロンとして、国内の

みならず、中国を中心にアジア発の高級ブランドのテキスタイルバイヤー招聘にも力をいれています。 

 

過去最大規模となった「Premium Textile Japan 2016A/W」、「JFW JAPAN CREATION 2016」、が昨年 11月

25-26日で開催した、来場者の内訳は、前回同様に『アパレル・小売り』が、『問屋・商社・企画会社』の

数を大幅に上回り、日本のファッション業界のキーパーソンも多数訪れました。次回、秋冬展でもさらに

充実した展示会を目指します。 

 

PTJでは、高い技術力を持つテキスタイルメーカーの出展を募集します。この機会に貴社の商品をプレ

ゼンテーションし、ビジネスチャンスを広げてください。 

 

 ※規定小間数を大幅に超えた場合は、締め切り日を繰り上げることもございます。 

※継続で出展をご希望の企業様はお早目にお申し込みをお願いします。 

敬具 

 

 

 



  

 

[問い合わせ先] 一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構 テキスタイル事務局 

東京都渋谷区渋谷 3-26-16 第五叶ビル 8F 〒150-0002 

Tel. 03-6805-0791 Fax. 03-6805-0793 

e-mail : info@ptjapan.com 

 

 

   

 

 

◆ 展示会名  ：  Ｐｒｅｍｉｕｍ Ｔｅｘｔｉｌｅ Ｊａｐａｎ 20１7 Autumn/Winter 

会    期  ：  2016年 11月 29日（火） 10:00-18:30 

30日（水） 10:00-18:00 

会    場 ： 東京国際フォーラム ホール E (展示ホール) 

主    催 ： 一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構 

後援（予定）：経済産業省 

        独立行政法人中小企業基盤整備機構 

        独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ） 

        一般社団法人日本アパレル・ファッション産業協会 

        日本繊維輸出組合 

        日本繊維輸入組合 

来 場 者  ： バイヤー及び招待者限定  [入場無料] 

 

※同時開催 JFW JAPAN CREATION 2017 

※2016年 4月 1日から「展示ホール」から「ホールＥ」へ名称変更されました。 

 

◆ 会場ロケーション 

東京国際フォーラムは、東京駅近くの好立地にあり、国内外のトップブランドショップが集まる銀座の街に隣

接し、東京のビジネスの中心地に位置する、近年日本で最も人気のあるイベントホールです。 

  

 商談会参加条件 

・ 日本製テキスタイルを販売する日本企業：団体参加不可 （海外出展社枠は別途設置） 

・ 商品のプライス・ロット・納期が明確になっており、販売体制が整っていること 

・ オリジナル商品を取り扱い、継続して新製品を開発・発表する企画提案力があること 

・ PTJの開催趣旨に賛同し、JFWが定める出展に関する規定を順守すること 

 

 

 充実した出展サポートとビジネス支援 

・ ビジネスに特化したプログラムにとり組みます。展示会に参加したバイヤー、出展者からは、密度の濃

い有意義な商談ができたとの声がよせられています。 

・ 出展者説明会の開催や、定期的な出展のための情報の提供など、出展までの準備を手厚くサポートし

ます。 

・ JFWテキスタイルトレンドの提供と情報活用で、注目される素材開発を支援します。 

・ 商談に必要な備品がすべてそろったスタイリッシュで利便性の高いパッケージブースを提供します。 
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ブース参加料  

 

パッケージブース 

５００，０００円（税込）／１小間 ８㎡ （幅４ｍ×奥行き２ｍ＝８㎡） 

７００，０００円（税込）／１小間 １２㎡（幅６ｍ×奥行２ｍ 又は 幅４ｍ×奥行 3ｍ＝１２㎡） 

８８０，０００円（税込）／ １小間 １６㎡（幅８ｍ×奥行２ｍ 又は 幅４ｍ×奥行４ｍ＝１６㎡） 

 

出展料に含まれるもの（予定） 

※多少の変更がある可能性がございますので、予めご了承ください。 

・ スペース 

・ 統一パッケージブース（設営・撤去） 

付帯設備（社名板、カーペット、照明４灯、テーブル１台・イス２脚、ハンガーバー４本） 

・ カタログ掲載、公式ホームページ掲載 

・ 来場招待状（１社１００枚） 

 

  スペース 

４５，０００ 円（税込）／１㎡ ※２４㎡以上の申込みに限ります。 

 

出展料に含まれるもの（予定） 

※多少の変更がある可能性がございますので、予めご了承ください。 

・ スペース 

・ 小間までの電気幹線工事費、付帯設備（社名板） 

・ カタログ掲載、公式ホームページ掲載 

・ 来場招待状（１社２００枚） 

 

◆ エントリー受付〆切   ２０１６年５月３０日（月） 必着 

小間数に限りがありますので、、エントリー多数の場合は〆切前でもご要望にお応えできない場

合もありますので、ご了承ください。 

 

◆ エントリー後のスケジュール(予定) 

  出展審査資料提出 

  ・審査書類 

（展示会出展実績、新商品開発能力、営業力、経営体制） 

  ・会社紹介のカタログ等 

  ・取り扱い商品（現物スワッチを数点） 

 

◆ 審査について 

・審査項目…企画提案力・販売体制・生産体制 

・本展示会に過去出展した経歴があることが、出展審査の優先基準とはなりません。 

 

◆ 今後のスケジュール(予定) 

・2016年 5月 10日(火)   募集開始 

・2016年 5月 30日(月)   エントリー締め切り・必着 

・2016年 6月 27日(月)   出展者決定 –  予定 - 

・2016年 7月中旬       出展者マニュアル送付 

・2016年 7月 26日(火)  出展者説明会開催 （東京）、小間位置抽選会 

・2016年 7月 29日(金)   出展料支払い期限 

 

◆ キャンセルチャージについて 

・(審査決定)出展請求日～2016年 7月 10日は出展料の 20％ 

・2016年 7月 11日～7月 31日は出展料の 50％ 

・それ以降は出展料の 100％ 
 



  
FAX.03-6805-0793 下記ご記入の上、FAXにてお申し込みください。 
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『Premium Textile Japan（ﾃｷｽﾀｲﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ商談会）』 

エントリーフォーム 

申込社名 

和文 

       
英文 

       

代表者名 

         

代表者役職 

          

担当者名 

         

担当者役職 

         

担当者住所 （〒       ） 

          
担当者 TEL 

      

担当者 FAX 

      

担当者 e-mail 

      

URL 

      
エントリー小間数 (お申込みのブースに必ず☑下さい。) 

□ スタンダードブース 8㎡  (500,000円) 
 

□ スタンダードブース 12㎡ (700,000円) 

□ 6ｍ×2ｍ(横長)    □ 3ｍ×4ｍ（ブロック） 
 

□ スタンダードブース 16㎡ (880,000円) 

□ 8ｍ×2m(横長)    □ 4ｍ×4ｍ（ブロック） 
 

□ スペース（     ）㎡ × (45,000円) ※24㎡以上の申込みに限ります。 
 

※小間位置は抽選となります。上記定型外のエントリーにつきましては事務局にご相談ください。 

主要出展品目 ※複数回答不可 

□テキスタイル：□織物短繊維 （コットン、麻、ウール、複合） 

□織物長繊維 （化合繊、シルク、機能素材、複合） 

□染色・後加工、刺繍・レース、プリント 

□ニットファブリック、パイルファブリック   □紡績、撚糸 

□服飾資材  /  □皮革  /  □その他 （具体的に：                               ）     
 

□ 本書の提出後に必要な手続きを遵守し、また、JFWの支払い条件とキャンセル料に同意し、 

ここに JFW展に申し込みます。 
 

平成 28年     月     日     

 

社名：                                          

 

記入者名：                                     ㊞ 

 

エントリー受付〆切 2016年 5月 30日(月) 


