
日本ネイリスト協会は
ピンクリボン運動を

応援しています。

TOKYO NAIL EXPO 2016 大会事務局
NPO法人 日本ネイリスト協会 事務局内 

〒100-0014 東京都千代田区永田町2-14-3 赤坂東急ビル5F

TEL03-3500-1580　FAX.03-3500-1608

出展のご案内

開催日：2016年10月30日（日）・31日（月）
会　場：東京ビックサイト西1・2ホール
主　催：NPO法人 日本ネイリスト協会
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催事名

主催

事務局

開催日時

会場

入場料金

入場券取扱

イベント内容

後援

TOKYO NAIL EXPO 2016 東京ネイルエキスポ2016

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
http://www.nail.or.jp

東京ネイルエキスポ2016大会事務局　「NPO法人日本ネイリスト協会」内

2016年10月30日（日）10:00～19:00（入場締切時間17:30／販売終了時間18:00）
　　　10月31日（月）10:00～18:30（入場締切時間17:00／販売終了時間17:30）
　　　設営日10月29日（土）8:00～19:00

東京国際展示場（東京ビックサイト西1・2ホール）
〒135-0063東京都江東区有明3-21-1
http://www.bigsight.jp/

１日有効券　前売￥2,000（税込）/当日￥3,000（税込）

ローソンチケット、チケットぴあ（予定）

第11回世界ネイリスト選手権 2016全日本ネイリスト選手権
ネイティフルコンテスト アートチップアワード
メインステージ ネイルクイーン2016授賞式
ネイルトレードショー クラスルーム
認定ネイルサロン無料体験コーナー 認定PRコーナー
TOKYO NAILS COLLECTION 2017 S/S 他

観光庁・経済産業省（申請中）・東京都（申請中）

会場全体図

1F

1F

2F

2F

ゆりかもめ
国際展示場正門駅

客船ターミナル
りんかい線
国際展示場駅

東２ホール
東３ホール

東６ホール
東５ホール

東４ホール

■エントランスホール

■ビジネスラウンジ
　（パソコン、インターネット、コピー、
　 FAX、簡易印刷等に利用出来ます。）

ガレリア

東１ホール
■エントランスプラザ

■イベントプラザ
■コンコース

■連絡ブリッジ

西2ホール

東京ネイルエキスポはネイルを軸に、
ファッションやエンターテインメント等、
様 な々要素を結集した全方位型ビューティーイベントです。

西１ホール

メイン会場

※“本出展案内”の掲載画像は、全て昨年のものです。



出展内容のご案内

    

ネイルトレードショー　　

ネイル関連商品をはじめ、美容・
エステ・コスメ・ファッション等
のトータルビューティーに関わ
る様々な商品を販売・展示でき
るエリアです。

ネイルパンテオン
（メインステージ）

大型映像を背景にしたオープ
ンステージ。
1枠45分で構成されている、会
場内で最も注目を集めるパ
フォーマンス型ステージです。

ネイルカレッジ
（クラスルーム）

セミナー、デモンストレー
ション用のクローズドスペー
スです。
1枠50分で、200名、100名、70
名収容の各部屋に映像、音響
機材が付帯でついています。

来場者数推移

2015年11月15日～16日に
東京ビッグサイトにて行われた

「TOKYO NAIL EXPO 2015」において、
過去最高の総計56,010人の
来場者数を記録。
来場者の７割以上が
トレンドマーケティングの
中心となる女性たちです。
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１日目
23,982人

２日目
25,938人

51,362人

１日目
25,424人

53,101人

２日目
26,655人

１日目
26,446人

２日目
28,873人

１日目
26,732人

２日目
28,834人

１日目
26,873人

2015

２日目
28,987人

１日目
27,023人

2015年度実績
過去最高の
  56,010名
        の来場者数

２日目
27,502人

１日目
26,629人

54,131人55,605人55,707人

50代 4.6%
60代～ 1.4%来場者種別

イベントに
参加する理由は？

性　別

年　齢

出展の傾向

■報道関係データ
テレビ：15番組、新聞：8件、WEB：899件　全922件露出

詳しくは日本ネイリスト協会のホームページをご確認ください。
http://www.nail.or.jp

無効・無回答　4.5%

プロネイリスト
42.7%

ネイルサロン関係者
（ネイリスト以外の方）
7.6%理美容専門学校生 4.6%

理美容関係者
（学生以外の方） 3.9%

一般①会社員 14.6%

ネイル専門校生 8.8%

一般②主婦 7.5%

一般③学生 2.0%

一般④その他 3.7%

男性 8.5%

女性
87.7%

20代
30.3%

30代
38.6%

40代
17.6%

10代 5.4%

最新の
ネイル事情を
知るため
 45.5%

最新の
ネイル商品を
購入するため
　　39.9%

その他 3.1%ネイル競技会を
見るため 2.9%

ネイルクイーンを
見るため 3.3%
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Ｓ-2
11：50～12：35

ネイルパンテオン
（メインステージ）

　　
200ルーム

ネイルカレッジ（クラスルーム）（50分）

100ルームB
　
70ルームA

　
70ルームB

10：00

TIME

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

10
／
30
（
日
）

Ｓ-1
10：30～11：15

Ｓ-3
13：10～13：55

Ｓ-4
14：30～15：15

Ｓ-5
15：50～16：35

表彰式
17：30～19：00

200-①
10：30～11：20

200-②
11：50～12：40

200-③
13：10～14：00

200-④
14：30～15：20

100B-①
10：30～11：20

100B-②
11：50～12：40

100B-③
13：10～14：00

100B-④
14：30～15：20

70A-①
10：30～11：20

70A-②
11：50～12：40

70A-③
13：10～14：00

70A-④
14：30～15：20

70B-①
10：30～11：20

70B-②
11：50～12：40

70B-③
13：10～14：00

70B-④
14：30～15：20

ネイルパンテオン
（メインステージ）

　 　
200ルーム

ネイルカレッジ（クラスルーム）（50分）

100ルームB
　

70ルームA
　

70ルームB
10：00

TIME

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

10
／
31
（
月
）

ネイルクイーン
2016 授賞式

12：00～13：30

200-⑥
10：30～11：20

200-⑦
11：50～12：40

200-⑧
13：10～14：00

200-⑨
14：30～15：20

Ｓ-6
14：10～14：55

100B-⑥
10：30～11：20

100B-⑦
11：50～12：40

100B-⑧
13：10～14：00

100B-⑨
14：30～15：20

70A-⑥
10：30～11：20

70A-⑦
11：50～12：40

70A-⑧
13：10～14：00

70A-⑨
14：30～15：20

70B-⑥
10：30～11：20

70B-⑦
11：50～12：40

70B-⑧
13：10～14：00

70B-⑨
14：30～15：20

200-⑤
15：50～16：40

100B-⑤
15：50～16：40

70A-⑤
15：50～16：40

70B-⑤
15：50～16：40

200-⑩
15：50～16：40

S-7
15：30～16：15 100B-⑩

15：50～16：40

100ルームA

100A-①
10：30～11：20

100A-②
11：50～12：40

100A-③
13：10～14：00

100A-④
14：30～15：20

100ルームA

100A-⑥
10：30～11：20

100A-⑦
11：50～12：40

100A-⑧
13：10～14：00

100A-⑨
14：30～15：20

100A-⑤
15：50～16：40

100A-⑩
15：50～16：40

70A-⑩
15：50～16：40

70B-⑩
15：50～16：40

※都合により、スケジュールが変更になる場合がございます。予めご了承ください。

トレードショー

10：00～19：00

トレードショー

10：00～18：30

表彰式
17：00～18：30

TOKYO NAILS
COLLECTION

2017 S/S
11：00～11：45

開催タイムテーブル
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東京ネイルエキスポ2016　出展規約（抜粋）

▪出展資格
下記に掲げるもので、主催者の定める期日までに出展
料をお支払い頂いた方。
１．NPO法人日本ネイリスト協会 法人会員
２．主催者の了承を得た企業および団体
　　（例：ネイル･理容美容関連メーカー・流通業者、
　　ネイルスクール、理容美容専門学校　等）

▪出品物の範囲
１．ネイル、美容、エステティック関連商品。
　　・ネイルケア　・ネイルアート
　　・ネイルリペア　・ネイルイクステンション
　　・ハンドケア　・フットケア
　　・リラクゼーション　・技術教育　　等
２． ネイル、美容、エステティックに関連のある出版

物。
３． ネイルサロン、ネイルスクール、理容美容専門学

校、 美容関連サロン等の広告宣伝。
４． 外国貨物を出展する場合は、出展前に所定の通関

手続きを取ったものに限ります。
５．主催者の承認を得たもの

▪出品物の販売
上記販売範囲において、展示ホール内での販売は可能
です。
販売および価格設定については、出展社の責任に
おいて行うものとします。
※ 販売後の商品についての問い合わせ・クレーム等は

大会事務局では一切対応いたしかねます。
　 出展社において十分なご配慮の上、販売をお願い致

します。

▪販売商品について
大会事務局が当イベントの趣旨にそぐわない商品の販
売と判断した場合、あるいは、薬機法に関わる商品に
ついては、薬機法に基づいて許可された商品のみと
し、万一これに違反された場合は、開催時間中であっ
ても販売を取り止めて頂きます。
また、通路での通行の妨げとなる金銭のやりとり（ハ
ンディレジの使用含む）や、極端な売価、周囲の迷惑
となる音量、アポイントメントセールスやキャッチ
セールス等の悪質商法等、混乱を招くような販売や行
為は、固く禁止致します。
更に、上記違反社の次回以降の出展は、お断りさせて頂
く場合がございますので、予めご了承ください。

▪出品禁止品目
下記に掲げるものは出品ができません。
※主催者が本催事の目的に添えないと認めたものは、
　 出品の取消を求めることがあります。
１．引火性・爆発性、又は放射性危険物
２．麻薬
３． 知的所有権および財産権を侵害するもの（模造品）
４．裸火 （所轄消防署の許可を受けたものは除く）
５．公序良俗に反するもの
６．その他関連法令に抵触する恐れのあるもの

▪�出展面積の転貸・売買・譲渡・
交換の禁止
出展社または、出展申込者は、出展面積の一部あるいは
全部を転貸、売買、譲渡、交換することはできません。
また、主催者の承諾なしに、出展社以外の会社が使用・
展示・販売することはできません。

▪出展規約の承認
全ての出展社あるいは、代理人は主催者の定めた「出
展規約」を承認したものとします。
※ 主催者は催事の業務を円滑に実行するため、「出展

規約」に記載のない事項について、新たに取り決
め、各種の追加や変更を行う場合があります。

▪制限事項
◦ 通路・東京ビッグサイト共用スペース・公共スペー

ス等、小間外での出展内容に関連したカタログ・パ
ンフレット・製品見本等の配布はご遠慮ください。

◦ 来場者が通路に立ち止まらないよう、ブース内にス
ペースを確保してください。また、会計待ちのお客
様の待機列が、通路の妨げにならないよう厳守して
ください。

◦ 本展示会の秩序維持、及び、品位、信用の向上にご
協力ください。

◦ ノベルティ類で風船等、会場内に浮遊してしまう恐
れがあるものは禁止させて頂きます。

◦ 出展物を出展社小間内よりはみ出さないよう、厳守
してください。場合によっては即時撤去を行って頂
きます。

※ 自社小間外への装飾物、荷物、待機場所の確保は禁
止です。

　 待機スペース、ストックスペースを充分確保した
ブース設計でお願いします。

▪出展申し込み及び出展料金支払期限
出展申し込み締切日：2016年７月13日（水）
出展料振り込み期限：2016年９月30日（金）
※ 各出展申込書に必要事項を記入の上、上記締切日

（必着）までにお申し込みください。
※ お申し込み多数の場合はお申し込み小間数のご希望

に応じられないことがございますので、予めご了承
ください。

※ 出展料が期限までにお支払いのない場合は、出展申
し込み無効とさせていただきます。

※ 申し込み後の出展取り消しの場合、原則出展料金は
お返し出来ません。
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ネイルトレードショー
ネイル関連商品をはじめ、美容・エステ・コスメ・ファッション等のトータルビューティーに関わる
様々な商品を販売・展示できるエリアです。

▪ １〜３小間あたりの基本設備

▪ ４小間以上の出展をする場合
◦４小間以上の場合は、スペース渡しとなります。よって、上記基礎システム小間の基本設備は付いておりません。
◦４小間以上の場合、電気工事は一次側幹線工事（３kw）までとし、それを超える場合は１kw毎に追加申請
（有料）を行ってください。
◦二次側配線工事につきましては、出展社側で行ってください。
◦５小間以上の奇数小間（５・７・９小間など）でのお申し込みはできません。
◦12小間以上の小間を申し込まれる場合、会場の特性により6小間ずつのお申し込みとなります。
　（例：18小間、24小間、30小間…の申し込みとする。14小間、16小間、20小間等での申し込みは不可）
◦60小間以上の小間を申し込まれる場合、出展希望小間総数によって小間数の調整をさせていただく場合がござ
います。

▪ 装飾・備品設置規定
◦�展示備品の設置やデモンストレーション用のテーブル等の配置は、小間内よりはみ出さないよう、厳守してください。
◦�お客様の待機列が、他社の展示、通路の妨げにならないよう、厳守してください。
　（例：通路の妨げとなる金銭のやりとりや、ハンディレジの使用も禁止となります。）
※�会場の壁面・柱等の構造物を利用した映像や照明の投射、またはそれに類する行為はできません。
※�自社小間外への装飾物、荷物、待機場所の確保は禁止です。待機スペース、ストックスペースを充分確保した
小間設計をお願いします。

▪ モニター・スピーカーの設置規定
◦�消防の安全管理上、会場通路の確保及び混雑緩和の為、モニター・スピーカーの設置につきましては制限を設
けます。　
◦�詳細につきましては、後日お送りする「制限事項のご案内」を必ずご確認ください。　

ご注意
ネイルパンテオン（メインステージ）やネイルコロシアムにて、パフォーマンスやショーが行われる事がござい
ますが、演出の関係上、音量が大きくなる場合がございます。
恐れ入りますが、ご理解とご協力を頂けますよう、お願い申し上げます。

▪ 出展料金一覧
◦�法人会員価格は｢日本ネイリスト協会法人会員｣のみに適用されます。
◦�各出展コーナー（トレードショー･クラスルーム･他）の備品､機材等についての詳細資料､及びお申し込み用の
申請用紙は『出展社説明会』の際にお配り致します。尚､各コーナーによって付帯条件は異なりますので、予め
ご了承ください。

基本設備 １小間 ２小間 ３小間

システムパネル H2700 ○ ○ ○

社名板� 角ゴシック／墨文字 １枚 １枚 １枚

テーブル W1500×D600×H700 １卓 ２卓 ３卓

パイプイス ２脚 ４脚 ６脚

100Wレフクリップスポット ２灯 ４灯 ６灯

２口コンセント 500W １ヶ ２ヶ ３ヶ

１次側幹線工事 １kW ２kW ３kW

出展項目 出展小間数 仕　様
出展料金（１小間辺り・税抜）

備　考
一般 法人賛助会員 法人正会員

ネイルトレードショー

1～3小間（2ｍ×2ｍ） 基礎システム ¥350,000 ¥300,000 ¥250,000 電気工事、必要備品は別
途、申請用紙に明記してお
申し込み下さい。申請用紙
は出展社説明会の際にお渡
しします。

４～10小間 スペース渡し ¥300,000 ¥250,000 ¥190,000

12小間以上 スペース渡し ¥270,000 ¥210,000 ¥180,000

※ 法人賛助会員価格・法人正会員価格とは、日本ネイリスト協会（JNA）法人賛助会員・法人正会員のみに適用されます。
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ネイルカレッジ（クラスルーム）
セミナー、デモンストレーション用のクローズドスペースです。1枠50分で、200名収容と100名収容と70名収容の3タイプがあり、各ルー
ムに音響機材・映像機材が付帯となっております。受講希望者は、イベント当日に先着順にて整理券を配布し、ご案内をいたします。
▪基本設備 ◦講師用テーブル１台&パイプイス２脚
 ◦音響機材（有線マイク１本、有線ヘッドセットマイク１本、スピーカーセット１式）
 ◦映像機材一式 200ルーム（100インチスクリーン、プロジェクター１台、カメラ１台、カメラマン１名）
  100ルーム（モニター２台、CCDカメラ１台）
  70ルーム （モニター２台、CCDカメラ１台）
 ※必要備品につきましては、出展社説明会の際にお配りする申請用紙に明記してお申し込みください。

ネイルパンテオン（メインステージ）
大型スクリーンを背景にしたオープンステージです。会場で最も注目を集めるパフォーマンス型ステージです。
▪基本設備 ◦司会台１台、パイプイス２脚、テーブル（W1800×D450×H700）
 ◦音響機材（ワイヤレスマイク２本、CD×１台、MD×１台、スピーカーなど）
 ◦ 映像機材一式（スクリーン、プロジェクター１台、ライブカメラ２台、カメラマン２名）
 ※必要備品につきましては、出展社説明会の際にお配りする申請用紙に明記してお申し込みください。

公式プレガイドブック広告
今大会では、イベント当日の詳しい内容を網羅した公式プレガイドブックを、来場見込み対象者に事前配布いたします。
事前に詳しい情報をお届けすることで来場誘致を促進するとともに、会場案内、出展社情報、ステージ、クラスルームなどの詳
細な情報を盛り込み、出展社様の有効なアピールにつながる媒体として活用できます。

公式ガイドブック広告
会期当日、無料配布する公式ガイドブックに広告を掲載することができます。　

出展項目 仕　様
出展価格（税抜）

備　考
一般 法人賛助会員 法人正会員

ネイルカレッジ
（クラスルーム）

200名収容 ¥250,000 ¥200,000 ¥170,000 必要備品等については「出
展社説明会」の際にお渡し
する申請用紙に明記してお
申し込みください。

100名収容 ¥200,000 ¥170,000 ¥150,000

70名収容 ¥170,000 ¥150,000 ¥130,000

※法人賛助会員価格・法人正会員価格とは、日本ネイリスト協会（JNA）法人賛助会員・法人正会員のみに適用されます。
※クラスルームを連続して利用できるのは、2枠までとします。その際、休憩時間も含まれます。3枠以上を連続して利用することは出来ません。

出展項目 仕　様
出展価格（税抜）

一般 法人賛助会員 法人正会員
ネイルパンテオン

（メインステージ） オープンステージ ¥450,000 ¥350,000 ¥300,000

※法人賛助会員価格・法人正会員価格とは、日本ネイリスト協会（JNA）法人賛助会員・法人正会員のみに適用されます。
※ 『ネイルTV powered by JNA』を通じリアルタイムWeb中継を無条件で行わせていただける企業様のみお申し込みいただくことができます。
　また事後のWebアーカイブ放送（録画映像放送）を希望される場合には別途ご料金が発生いたします。

出展項目 仕　様 一般（出展なし）価格
（税抜）

出展価格（税抜）
一般（出展あり） 法人会員（賛助・正）価格

表まわり 縦297mm横210mm　A4正寸・断ち切り ― ― ¥300,000

1頁 縦297mm横210mm　A4正寸・断ち切り ¥360,000 ¥260,000 ¥190,000

1/2頁 縦135mm横195mm　A41/2・囲み罫 ¥250,000 ¥150,000 ¥110,000

※法人賛助会員価格・法人正会員価格とは、日本ネイリスト協会（JNA）法人賛助会員・法人正会員のみに適用されます。
※一般（出展なし）につきましては、ブース（ネイルトレードショー）を出展されない法人会員以外のお申し込みです。

	 サイズ案内	 ●発行部数：80,000部（予定）	 ●体裁：A4版オールカラー約60ページ
	 	 ●配布時期：10月上旬（予定）

出展項目 仕　様 一般（出展なし）価格
（税抜）

出展価格（税抜）
一般（出展あり） 法人会員（賛助・正）価格

表まわり 縦297mm横210mm　A4正寸・断ち切り ― ― ¥300,000

1頁 縦297mm横210mm　A4正寸・断ち切り ¥360,000 ¥260,000 ¥190,000

1/2頁 縦135mm横195mm　A41/2・囲み罫 ¥250,000 ¥150,000 ¥110,000

※法人賛助会員価格・法人正会員価格とは、日本ネイリスト協会（JNA）法人賛助会員・法人正会員のみに適用されます。
※一般（出展なし）につきましては、ブース（ネイルトレードショー）を出展されない法人会員以外のお申し込みです。

	 サイズ案内	 ●発行部数：80,000部（予定）	 ●体裁：A4版オールカラー約60ページ
	 	 ●配布時期：10月30日～31日	 ●配布先：ネイルエキスポ会場

出展／クラスルーム／メインステージ／�
公式プレガイドブック広告／公式ガイドブック広告

申込締切　７月13日（水）
※ 別紙「出展申込書①・②」にて、お申し込みく

ださい。
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７月13日㈬
出展申込締切

この日までに大会事務局必
着にてお申し込みください。
（トレードショー､メインス
テージ､クラスルーム､広告）

８月９日㈫
出展社説明会

詳細な「出展社マニュアル」
をお渡しし､出展に関する説
明会を行います。
小間位置抽選会は行いません。

９月30日㈮
出展料振込期限
出展料を指定の口座にお振
り込み下さい。

10月29日㈯
会場設営・搬入・
リハーサル

10月30日㈰
開催日（第1日）

10月31日㈪
開催日（第2日）
～搬出・撤去

出展までのスケジュール

出展の注意事項
＜出展の確定＞
申込書の提出をもって出展確定ではございません。
出展希望社が一社でも多くご参加頂けるよう､申し込み多数の場合は昨年実績を考慮の上､申し込み小間数を調整させて頂く場合
がございます。

＜出展小間位置の決定＞
今年度より小間位置抽選会は行いません。小間位置およびクラスルーム・ステージ枠につきましては、出展実績、会員種別、申
込状況などを総合的に勘案して主催者にて決定させていただきます。
なお、位置決定後、出展小間の全部、又は一部を第三者へ譲渡・貸与、あるいは出展社相互間で交換することは出来ませんの
で、予めご了承ください。

＜出展の取消及び出展小間削減＞
8月9日㈫の出展社説明会を持ち出展決定となり、出展決定後の出展の取消、及び出展小間の削減については、理由の如何を問わ
ず出展料金の全額をお支払い頂きます。

出展ご希望の各社のみなさまへ
＜出展のお申し込みについて＞
出展のお申し込みは、別紙「出展申込書」に必須事項をご記入の上、FAX、または、ご郵送ください。
※出展申込書を提出時点で、仮予約とさせて頂きます。
※出展申込書到着後、大会事務局にて出展審査を行いますので、予めご了承ください。
※5小間以上の奇数小間（5、7、9小間など）でのお申し込みはできません。
※12小間以上の小間を申し込まれる場合、会場の特性により6小間ずつのお申し込みとなります。
　（例：18小間、24小間、30小間…の申し込みとする。14小間、16小間、20小間等での申し込みは不可）
※出展申込書を郵送の場合は、貴社の控えとしてコピーをとり保管ください。
※新規で出展お申し込みの場合、出展商品確認のため、サンプルをご提出いただく場合がございます。

＜出展のお申し込み締め切り＞
2016年7月13日（水）大会事務局必着にてお申し込みください。

＜出展申込先＞
東京ネイルエキスポ2016 大会事務局
NPO法人 日本ネイリスト協会（JNA）　事務局内　担当 ; 中嶋、岡田、阿部宛
　〒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

＜出展社説明会について＞
東京ネイルエキスポ2016のご出展社様に向けて、出展社説明会を下記の通り開催致します。
なお、会場の都合により、1社1名様でのご出席とさせて頂きます。

日時；2016年8月9日（火）　14：00～16：00（予定）
場所；NPO法人日本ネイリスト協会 カンファレンスルーム
　　　〒104−0014 東京都千代田区永田町2−14−3 赤坂東急ビル4F

【 出展社説明会についての留意事項 】
※ お手数ですが、ご出欠の有無を「出展申込書」

の「出展社説明会」の項目にご記入ください。
※ 出展社説明会の詳細等につきましては、後日、

改めてご連絡させて頂きます。


