


東京ネイルフォーラム
世界のネイル産業をリードする国際ネイルトレードショー

NPO法人 日本ネイリスト協会主催、春の祭典「東京ネイルフォーラム」が2017年も開催されます。
毎年秋に開催される「東京ネイルエキスポ」に匹敵する春の一大イベントです。
ビューティーワールド ジャパンとの同時開催により、ネイル業界関係者のみならず、ビューティ産業関係者が一堂に会する3日間。
「東京ネイルフォーラム2017」にぜひご出展ください。

東京ネイルフォーラム「公式ガイドブック」広告掲載のご案内
公式ガイドブックに広告を掲載することができます。
※ビューティーワールド ジャパンのオフィシャルフェアガイドとは異なります。東京ネイルフォーラムの来場見込者、来場者を中心に配布されるガイドブックです。

JNA法人会員 一般企業

¥200,000 （消費税別） ¥300,000（消費税別）

※消費税を別途申受けます。
※ご利用時間枠は、お申込み出展者様とご相談のうえ、2017年1月末日までに決定します。
※料金には、スクリーン、スクリーン投影用カメラ、基本照明、音響等、基本的な付帯設備の利用を含みます。

NPO法人 日本ネイリスト協会

Tel. 03-3500-1580　Fax. 03-3500-1608

2016年11月28日（月）
締切日までに申込書をNPO法人 日本ネイリスト協会へ
Faxにてご提出ください。

申込窓口・
お問合せ申込締切

東京ネイルフォーラム 特別プロモーション

ネイルステージのご案内
東京ネイルフォーラム会場（東3ホール）内のステージをご利用いただけます。
● 時　間：60分間（準備、撤去各15分間）
● 会　場：東京ネイルフォーラム会場内ネイルステージ　着席250名（オープンスペース）

名 称 東京ネイルフォーラム 2017
TOKYO NAIL FORUM 2017

会 期 2017年5月15日（月）－17日（水）
時 間 10：00－18：00（最終日は17：00まで）
会 場 東京ビッグサイト 東3ホール
内 容 ネイルトレードショー、ネイルステージ、

出展者プレゼンテーションなど
同 時 開 催 ビューティーワールド ジャパン
来 場 対 象 ネイルサロン、ヘアサロン、エステサロン、

スパ・リゾート施設、小売業、流通業、
商社、メーカーなど

出展対象製品 ネイル関連商材

開催概要
主 催 NPO法人 日本ネイリスト協会

〒100-0014 東京都千代田区永田町2-14-3 赤坂東急ビル5F
Tel. 03-3500-1580　Fax. 03-3500-1608　
Web. www.nail.or.jp

出展申込窓口 メサゴ・メッセフランクフルト（株）
ビューティーワールド ジャパン事務局
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 1-3-2 曙杉館7F
Tel. 03-3262-8939　Fax. 03-3262-8442
E-mail. info@beautyworldjapan.com　
Web. www.beautyworldjapan.com

ネイルステージ

東4ホール 東5ホール 東6ホール

東3ホール 東8ホール

東7ホール

ステージ
配置図
イメージ

● A4版／約30P／オールカラー50,000部（予定）　● 発　行：4月初旬～会期中配布

項　目 仕　様 JNA法人会員 一　般

表まわり 縦297mm 横210mm　A4正寸・断ち切り ¥300,000（消費税別） ー
1頁 縦297mm 横210mm　A4正寸・断ち切り ¥190,000（消費税別） ¥260,000（消費税別）

1/2頁 縦 135mm 横 195mm　A4 1/2・囲み罫 ¥110,000（消費税別） ¥150,000（消費税別）

※消費税を別途申受けます。

出展者限定



ネイル小間
 ［スペースのみ］

NPO法人日本ネイリスト協会法人会員 ¥153,000 （消費税別）／1小間（4㎡ =間口2m×奥行2m）

一般企業 ¥180,000 （消費税別）／1小間（4㎡ =間口2m×奥行2m）

※ネイル小間のお申込みは、ネイル関連商材をご出展の企業に限ります。　
※消費税を別途申受けます。
※ 展示スペースのみの料金です。小間装飾費用（隣接小間との仕切り壁や床のカーペット、その他の備品等）、電気工事費用は一切含まれませんので自社にてご負担をお願いいたします。
※自社小間内に商品在庫スペースを確保したうえで小間数を決定し、お申込みください。
※出展料金には、出展PRにご利用いただけるプロモーション費用を含みます。（招待状、ポスター、VIP招待状、ロゴ・バナー等）

メサゴ・メッセフランクフルト（株） ビューティ―ワールド ジャパン事務局
〒102-0072 東京千代田区飯田橋1-3-2 曙杉館7F　Tel. 03-3262-8939

2016年11月11日（金）
締切日までに申込書の原本を出展申込窓口へ
郵送でご提出ください。

2016年11月28日（月）
お申込み・詳細は、別紙 【出展者プレゼンテーション要望書】にてご確認ください。

出展申込窓口・
お問合せ申込締切

申込締切

（株）ボックス・ワン（主催者協力施工会社）

Tel. 03-5622-7542　Fax. 03-5622-0685　E-mail. bwj@box1.co.jp　お問合せ

ネイル小間 料金（消費税別）

1小間（4㎡） ¥110,000

2小間（8㎡） ¥175,500

3小間（12㎡） ¥241,000

4小間（16㎡） ¥293,500

ネイル小間
（イメージ）

レンタルスタンド（有料）
 展示に必要なアイテムをセットにしたレンタルスタンドを
ご用意しています。スタンドの施工から撤去まですべて
主催者協力施行会社が行いますので、出展製品を持込む
だけで、経済的かつ効果的な展示が可能です。

出展者プレゼンテーション
会場内の専用ルームを貴社のデモンストレーション、 
新製品・技術紹介等にご利用いただけます。

実施日 時間枠
（各50分）

料金（消費税別）
ルームA-B ルームC-E

5/15（月）、
16（火）

5/17（水）

10：50- 11：40 ¥130,000   ¥80,000

12：00- 12：50 ¥155,000 ¥105,000

13：10- 14：00 ¥190,000 ¥140,000

14：20- 15：10 ¥190,000 ¥140,000

15：30- 16：20 ¥155,000 ¥105,000

16：40- 17：30 ¥130,000   ¥80,000

ビューティーワールド ジャパン合同企画

※ご要望が集中する時間枠によっては、ご希望に沿えない場合も
ございますのでご了承ください。

● 会場：会場内専用ルーム（A-E）
● 定員： ルームA-B  席数100席 

ルームC-E  席数70席

出展料金（スペースのみ）

出展者限定



9月～
出展申込受付開始
出展のご予定・検討内容について、見本市公式ウェブサイトの「出展のお問合せ」もしくは 
お電話でご連絡ください。ご出展が決定されている方は「出展申込書」をご提出ください。
Web. www.beautyworldjapan.com

11月11日（金）

出展申込締切
締切日までに出展申込書（原本）を出展申込窓口までご郵送ください。
なお、ご提出に際しては出展申込書裏面の出展規定を必ずご確認願います。
※締切日以前でも、予定小間数に達した時点で申込みを締切らせていただき、それ以降はキャンセル待ちのご案内となります。
※申込書受領後、担当者より申込内容について確認させていただいたうえで、出展料金のご請求書を送付いたします。
※請求書に記載の内容にて、指定口座へお振込みください。

11月28日（月）

ネイルステージ・ 
東京ネイルフォーラム「公式ガイドブック」広告掲載申込締切
締切日までに申込書を主催者までFAXにてご提出ください。

出展者プレゼンテーション要望書提出締切
締切日までに要望書を出展申込窓口までFAXにてご提出ください。

2017年
1月

小間位置等の決定
小間位置、出展者プレゼンテーション、ネイルステージ時間枠の決定

1月27日（金）
出展者説明会
出展マニュアルの配布

2月～5月
各種申込・申請書類の提出
出展マニュアルにもとづいて各種書類をご提出ください。

5月13日（土）・14日（日） 搬入・施工装飾

5月15日（月）10：00- 18：00

5月16日（火）10：00- 18：00

5月17日（水）10：00- 17：00

終了後、完全撤去（～21:00）

開催日

7月 終了報告書送付

お申込みから出展までの流れ

開催当日は、多くの来場者で混雑が予想されます。会場の混乱を避け、通路の確保などの目的で、出展小間の造作やブース運営に規定を
設けさせていただく場合があります。その際は、出展申込者様に都度ご案内を差上げますので、ご協力の程、お願いいたします。
なお、「東京ネイルフォーラム」内へのご出展は「出展内容・品目」がネイル関連商材の企業様のみとさせていただきます。
ネイル関連商材以外をご出展の方は、別のゾーンへのご出展をご案内させていただきますことをあらかじめご了承ください。
定められた製品カテゴリー内でのご出展にご協力くださいますよう、よろしくお願い申上げます。

主　　　　催： NPO法人 日本ネイリスト協会
 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-14-3 赤坂東急ビル5F　Tel. 03-3500-1580　Fax. 03-3500-1608
出展申込窓口： メサゴ・メッセフランクフルト（株） ビューティ―ワールド ジャパン事務局
 〒102-0072 東京千代田区飯田橋1-3-2 曙杉館7F　Tel. 03-3262-8939　Fax. 03-3262-8442
 E-mail. info@beautyworldjapan.com　Web. www.beautyworldjapan.com


