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Messe Frankfurt Japan Ltd. organises Interior Lifestyle Tokyo in June / July while 
Japan Furniture Industry Development Association and Messe Frankfurt Japan Ltd. 
co-organise IFFT/Interior Lifestyle Living in November. Both shows are 
international trade fairs which propose lifestyle concepts in interior design 
markets starting in Tokyo and expanding into markets all around the world.

Interior Lifestyle Tokyo welcomes over 800 exhibitors with a variety of products 
such as designed gift items, tableware, foods, jewelry and high-end furniture. 
These features of the fair attract a wide range of visitors, providing exhibitors 
with the opportunity to meet new buyers and expand their business.

Interior Lifestyle
Tokyo 2019
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What is Interior Lifestyle Tokyo?

More and more shops have been taking in a wide variety of product genres such as foods, garments and 
jewelry. Interior Lifestyle Tokyo features numerous products that enable exhibitors to connect with buyers 
whom they have never previously considered to open new sales channels, which expands their business.

Opportunities to expand sales channels2
IFFT/Interior Lifestyle Living is a place for buyers to conduct purchasing for next spring. On the other hand, 
Interior Lifestyle Tokyo welcomes buyers who conduct purchasing to target the following autumn / winter and 
year-end sales season, meaning the show is an opportunity to explore new trends and upcoming developments 
for the next seasons. 

Business opportunities
for coming autumn / winter and year-end sales season1

Visitors and exhibitors alike are highly sensitive towards design and have a strong interest towards history 
and quality of products. Join us to create a platform which is not only about purchasing and selling products, 
but mostly about introducing and communicating brand histories and creators’ thoughts.

A platform for new encounters3
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A showcase for 
overseas manufacturers

Here, exhibitors can introduce overseas 
brands to Japanese buyers. If you are look-
ing for an agent or business opportunities 
in Japan, this zone is the place.

Exhibiting countries in 2018 included:
Germany, Italy, UK, Finland, Portugal, Taiwan, Tuni-
sia, Bangladesh, Latvia, Lithuania and more

GLOBAL

Outline Interior Lifestyle Tokyo 2019

The fair is composed of an ‘Atrium special zone’ which welcomes a special director every year, while the 
show’s other zones are based on product categories and themes. It is important for participants to exhibit 
in the most suitable zone for maximum business exposure.

Zoning guide 

KITCHEN LIFE

Design concepts for 
new living spaces

New ideas and inspirations 
for lifestyle design concepts 
will gather at this zone, with 
a wide range of items such as 
furniture, lights, textiles, inte-
rior green, and office interior.

Exhibits in 2018 included:
Furniture, home textiles, lights, gar-
den furniture and interior greenery 
and more

HOME
A new accents 
to living

This zone is for a broad varie-
ty of products such as design 
items, gifts, art & objects, fra-
grances, garments, baby and 
children’s goods, stationery, 
digital gadgets and more. New 
categories are also welcomed.

Exhibits in 2018 included:
Apparel, jewellery, aromatherapy 
items, decorative candles, design 
stationery, educational toys, charac-
ter goods and more

ACCENT

Accessories for 
more comfortable living

This zone is dedicated to items that facil-
itate convenience in everyday life. Many 
flock to this area for attractive storage 
products, cleaning tools, homecare prod-
ucts and household appliances.

Exhibits in 2018 included:
Laundry care, storage items, towels, bath and 
toiletry products, household appliances and more

EVERYDAY

Date｜17 – 19 July (Wed – Fri) 2019 Venue｜Tokyo Big Sight, West hall 1・2・3・4 + Atrium

Opening hours｜10:00–18:00 (last day until 17:00) Organiser｜Messe Frankfurt Japan Ltd.

New items to add flavour to 
the kitchen and dining table

This zone understands that the kitchen and 
dining areas are at the heart of most homes. 
As such, the latest kitchenware and dishware 
are displayed here. Cooking tool demonstra-
tions are encouraged as a way to engage po-
tential business partners.

Exhibits in 2018 included:
Multifunctional pots, branded dishware, kitchen-
ware, designer appliances, lifestyle foods and more
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Japanese design 
and craftsmanship

High-quality Japanese products with refined designs are in high demand 
from the European and Asian markets. This zone has carefully selected 
designs of gifts, items for everyday use and tools to be showcased.

JAPAN STYLE
High-quality Scandinavian 
brands

Nordic lifestyle brands and recent ethical 
products from Sweden, Denmark, Nor-
way and Finland are gathered in this zone. 
Through exhibiting at this zone, you can 
present Nordic lifestyle and culture to at-
tract more buyers.

NORDIC LIFESTYLE

A must-see trendsetting 
zone

This zone welcomes highly acclaimed 
design brands from all over the world.
ferm LIVING, String, NakNak, +d were 
showcased at the 2018 edition of this 
zone.

MOVEMENT

This is where young up-and-coming designers can pro-
pose their designs to corporations.

Here, young entrepreneurs will expand their 
new brands into the design market.

NEXT TALENTS
This zone will present a diverse array of foods 
from in and outside Japan that are now part 
of the modern lifestyle.

FOODIST

Specially screened zone

Supporting programme

*The photo is an image from the last fair.

The theme of this year’s Atrium special zone is “The Corner Shop”, which 
aims to provide unexpected inspiring encounters with buyers and products 
like at a real street corner. Continuing from last year, the direction team led by 
Yu Yamada will further develop the Atrium special zone as an ideal business 
environment for buyers. The limited period shop, “(SHOP) by method” will 
open at the venue, and you can enjoy shopping too.

Graphic Design: Mitsuhiro Ikeda  DRAWER inc. / www.drawer.co.jp

Spatial Design: Takashi Kobayashi ＋ Mana Kobayashi  
 Design Office ima / www.ima-ima.com

Café: Akihiro Tsukamoto  CPCenter / www.cpcenter.net

Atrium

Atrium director

Yu Yamada  method inc. / wearemethod.com

After working as a buyer for IDEE SHOP in Minami-Aoyama, Mr. Yamada 
founded method in 2007 and began working as a freelance buyer shortly 
afterwards. He is currently a representative director of method, inc. In Sep-
tember 2014, he released the book “THE METHOD OF SHOP SUCCESS” 
published by SEIBUNDO SHINKOSHA.

The Corner Shop

05

Interior Lifestyle Tokyo 2019



Costs + schedule

29 (Sat) June – 2 (Tue) July

Messe Frankfurt Fairground

September

Shanghai

Messe Frankfurt Fairground

8 – 11 (Tue – Fri) January 8 – 12 (Fri – Tue) February

Messe Frankfurt Fairground

17 – 19 (Wed – Fri) July

Tokyo Big Sight, West hall

20 – 22 (Wed – Fri) November

Tokyo Big Sight, South hall
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Please submit the necessary forms after booth location assignment.
Online “Exhibitor search” opens.

End of March » Booth location assignment

The use of an appointed package booth is required depending on the zone. 
If you pass the special screening, we will ask you to submit the application 
form for the package booth.

End of February » Zone assignment

April – » Visitor promotion

17 – 19 July » Interior Lifestyle Tokyo

After fair » Visitor follow-up

Please submit below;
1. Application form
2. Product information
3. Booth presentation draft

* If your application is received after the hall is at maximum capacity, you will be added to the wait list 
of potential exhibitors.

* We may not be able to meet your requested booth size depending on screening by the organsier.
* Booth location will be assigned by the organiser based on products, concept, taste and booth presentation.

31 January 2019 » Application deadline

Exhibitor manual and promotion guide will be delivered.

End of January » Start preparationJuly 2018

Participation fee (raw space only) 1 booth=9m² (W3m × D3m)

□ JPY 340,000 / 1 booth  (tax excluded)

*Open sides may not always face aisles, and open side request is to request stands open on more than 
one side, not to guarantee any specific location or zone of the booth.

*Booth location will be assigned by the organiser based on the booth presentation draft and product 
information. We will try to reflect your booth configuration requests but this is not guaranteed.

* Consumption tax rate will be applied to the prices declared.

□ 2 side open / JPY 30,000 (tax excluded)

□ 3 side open / JPY 50,000 (tax excluded)

□ 4 side open / JPY 100,000 (tax excluded)

2019Fair schedule

Additional fees (occur upon your request) 

*Participation fee includes raw space only. No booth fittings are included.
*Application is available with the multiple of 9m² (W3m × D3m).

» Apply now



Results 

Visitor data

Decisive

Collective

Consultative

No influence

Influence of trade visitor on purchasing / 
procurement decisions

Trade visitors’ interest 
(multiple answers)

Visitors by business categories

Specialty retail store

Manufacturer

Distributor / Wholesaler /
Exporter/ Importer

Design studio /
Interior designer, decorator /

Architect office / Construction /
Housing manufacturer

Governmental agency /
Association / Embassy / Others

Large scale retail outlet /
Mail order house

Department store

Hotel / Restaurant /
Cafe / Bar

Interior products

Design & style

Tableware, kitchenware,
houseware

Furniture

Gift items

Home textiles

Building, interior material

Garments

Baby & kids

33%

29%

22%

16%

29%

22%

16%
33%

17%

17%

12%

6%

0 15 30

4%

2%

14%

28%

0 25 50

50%

26%

8%

6%

24%

29%

21%

17%

40%

Buyers visited in 2018 (extracted)

Daimaru Matsuzakaya 
Department Stores 

GINZA SIX

Hankyu Hanshin 
Department Stores

Isetan Mitsukoshi 

Keio Department Store 

MEITETSU Department Store 

Odakyu Department Store

Sogo & Seibu 

Takashimaya

TOKYU DEPARTMENT STORE 

Department 
store

AEON RETAIL 

Amazon Japan

ASKUL 

Ito-Yokado 

Ryohin Keikaku 

SEVEN-ELEVEN JAPAN 

StylingLife Holdings

THE LOFT 

TOKYU HANDS

VILLAGE VANGUARD

Volume 
seller

Contract

EAST JAPAN RAILWAY TRADING 

HAPPO-EN

Hoshino Resort 

Mitsui Fudosan 

MORI BUILDING 

NIPPON HOTEL 

Okura Nikko Hotel Management 

Oriental Land 

Take and Give Needs 

Tokyo Midtown Management 

ABAHOUSE 
INTERNATIONAL 

Adastria 

Barneys Japan

BAYCREW'S 

BEAMS

ONWARD KASHIYAMA 

SAZABY LEAGUE

SHIPS

TOMORROWLAND 

UNITED ARROWS 

URBAN RESEARCH 

Fashion

ACTUS 

AXIS 

Conran Shop Japan 

Francfranc

IDEE 

Kurashicom

OTSUKA KAGU

SEMPRE DESIGN 

Weeks 

WELCOME 

Interior 
shop
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Interior Lifestyle Tokyo 2019

Title:

Date:

Venue:

Exhibition
space:

Interior Lifestyle Tokyo
Ambiente Japan / Heimtextil Japan / Home Design 
Japan- International Trade Fair for Interior Designs

30 May (Wed) – 1 June (Fri)  2018

Tokyo Big Sight, West hall 1·2·3·4 + Atrium

Exhibition hall (gross) 31,280m² / 
Exhibition space (net) 10,669 m² 

Exhibitors:

Visitors: 

Target
visitors:

810 / 29 countries·regions (Japan 615, Overseas 195) 

25,456 / 42 countries·regions (Japan 24,647, Overseas 809)

Specialty retail store / Department store / Large scale retail 
outlet / Mail order house / Exporter, importer / Distributor, 
wholesaler / Interior designer, decorator / Architect office 
/ Construction, housing manufacturer / Hotel / Restaurant, 
cafe, bar / Florist, flower shop / Manufacturer



Participation fee (raw space only) 
+ Rental stand (Below price is for one booth.)  

Participation fee
(raw space only)

Rental stand
(TYPE C)

Total

*The use of an appointed package booth is required depending on the zone. If you pass the special 
  screening, we will ask you to submit the application form for the package booth.

お問合せ先 メッセフランクフルト ジャパン（株）
インテリア ライフスタイル事務局  〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 1-3-2 曙杉館 7F
Tel. 03-3262-8456   Fax. 03-3262-8442   
E-mail. visit@interior-lifestyle.com   Web. www.interior-lifestyle.com

ゾーン名 :招待者名 /出展者名 :

【入場に際してのご注意】 ● 商談を目的とした商業見本市のため、18歳未満の方および一般の方のご入場はお断りしております。
● ペットを連れてのご入場はできません。 ● 主催者による会場内記録の使用について：主催者は見本市会場内において取材・撮影
を行います。取材によって得られた情報や撮影した画像は、メッセフランクフルト ジャパン株式会社およびメッセフランクフルト グ
ループが主催・運営する国内外見本市の広報・宣伝活動に使用する場合があります。

小間番号 :

ACCESS  会場への交通

羽田空港（リムジンバス、京浜急行バス）
成田空港（リムジンバス） 
東京ベイ有明ワシントンホテル
→東京ビッグサイト

りんかい線

ゆりかもめ

【東16】 東京駅八重洲口（JR、東京メトロ）
【都05】 東京駅丸の内南口（JR、東京メトロ）
【門19】 門前仲町駅（東京メトロ、都営地下鉄）
→東京ビッグサイト

都営バス

空港バス

見本市公式ウェブサイトからの
Web来場事前登録
本状内の「来場登録券」を持参

5月6日（日）までにご登録をしていただいた方には、
会期前に来場者バッジを郵送いたします。
来場者バッジご持参の方に限り、受付での登録が不要になり、
そのままご入場いただけます。

Web来場事前登録受付中！ 
入場がスムーズな「Web来場事前登録」をぜひご活用ください！

入場方法は2通り

※郵便事情により、お手元に来場者バッジ（ハガキ）が届かない場合は、
　登録完了画面を印刷して受付までお持ちください。
※Web来場事前登録をされていない方、来場登録券をお持ちでない方は
　入場料2,000円を頂戴します。

来場登録券

■ 業種
小売・専門店
1 □ ライフスタイルショップ
2 □ インテリアテキスタイルショップ
3 □ 服飾・セレクトショップ
4 □ 家具専門店
5 □ 雑貨専門店
6 □ 文具専門店
7 □ その他 ＿
8 □ 百貨店
9 □ 量販店
10 □ 通信販売・ネットショップ・TVショッピング
11 □ 卸・問屋
12 □ 輸出入業・商社
13 □ メーカー
14 □ デザイン事務所
15 □ インテリアコーディネーター・デコレーター
16 □ 設計事務所
17 □ 建設・住宅関連
18 □ ホテル・旅館・レジャー施設
19 □ レストラン・カフェ・バー
20 □ 官公庁・団体・大使館
21 □ 学生
22 □ その他 ＿

■ 職種
1 □ 購買・仕入れ
2 □ デザイナー
3 □ 営業・企画・マーケティング 
4 □ 広報宣伝
5 □ 管理部門
6 □ その他 ＿

暴力団、暴力団関係団体およびその関係者、もしくはその他反社会的勢力であると判明したとき、またはこれらの反社
会的勢力を利用していることが判明したときは、来場をお断りします。本見本市はバーコードによる入場管理を行って
おります。出展ブースでバーコードの読取りを行いますと、事前にご登録いただいた情報が出展者に提供されます。
バーコードの読取りは、出展者に名刺をお渡しするのと同様の行為になりますので、十分ご留意ください。
【個人情報の取扱いについて】ご登録いただきました個人情報は、メッセフランクフルト ジャパン株式会社およびメッセフ
ランクフルト グループが主催・運営する国内外の見本市のご紹介および出版物、各種サービスや関連情報、出展者・ス
ポンサー等の製品やサービスに関する情報をご提供するために利用させていただく場合があります。これらの正当な目
的以外に無断で利用することはありません。なお、ご提出いただきました個人情報は弊社にて厳重に管理いたします。

登録券 1枚につき1名様・3日間ご入場いただけます。（コピー不可）
アンケート項目にご回答のうえ、名刺2枚を添えて受付にご提出ください。

■ 役職
1 □ 経営者・役員・オーナー
2 □ 管理職 

3 □ 社員・職員
4 □ その他 ＿

■ 従業員数
1 □ 1–5 5 □ 101–500     　
2 □ 6–20 6 □ 501–1000    

3 □ 21–50 7 □ 1001–

4 □ 51–100

■ 商品買付け決定権
1 □ 決定権を持っている
2 □ 一部決定権を持っている
3 □ 決定に影響力を持っている
4 □ 決定権を持っていない

■ 来場動機
1 □ 製品の購入・発注
2 □ 製品購入のための情報収集
3 □ 市場・業界の動向調査
4 □ 特別展示への来場
5 □ その他 ＿

■ 次回の出展に興味がある
□ インテリア ライフスタイル（2019年7月）

※複数回答不可

個人情報に関するお問合せ窓口 / For enquiry:  privacy@japan.messefrankfurt.com

E-mail.

Tel. Fax.

氏名

部署・役職

会社名

■ 名刺貼付欄 

住所

Web.

1

2

Floor Image

当日会場受付にお持ちください

今年のアトリウムのテーマは、海外のファストフード店や、コーヒースタ
ンドでお馴染みのフレーズである「For Here or To Go?」
会場ではもちろん（For Here）、会社へと持帰っても（To Go）、出展者の
商品導入を検討しやすい環境づくりを実現します。これこそが、今後の
展示会のあるべき理想形。デザイン市場で経験豊かなバイヤーである
山田氏と新しい商談の場を作る試みです。アトリウム内の各ブースには、
新作や即納商品のデリバリースケジュールが一目で分かるサインボード
が取付けられています。効率的な商談にお役立てください。

南青山のIDEE SHOPのバイヤーを経て、2007年method
（メソッド）を立ち上げ、フリーランスのバイヤーとして活動
を始める。現在、株式会社メソッド代表取締役。
2014年「デザインとセンスで売れる ショップ成功のメソッド」
誠文堂新光社より発売。

グラフィックデザイン：池田充宏 氏  DRAWER inc. / www.drawer.co.jp

空間デザイン：小林恭 氏 ＋ マナ 氏  設計事務所 ima / www.ima-ima.com

カフェ：塚本晃弘 氏  CPCenter / www.cpcenter.net

1F

4F

2F Atrium

西1ホール

アトリウム

West hall 1

西4ホール西3ホール
West hall 3 West hall 4

国際展示場駅

りんかい線

東ホール
西
ホール

国際展示場正門駅

東京
ビッグサイト

ゆりかもめ

至 大崎

至
新
橋至

新
木
場

有
明
客
船

タ
ー
ミ
ナ
ル

有
明
駅

至 豊洲

東京ビッグサイト 西ホール

大崎駅（JR）
新木場駅（JR、東京メトロ）
→国際展示場駅

新橋駅（JR、東京メトロ、都営地下鉄）
豊洲駅（東京メトロ）
→国際展示場正門駅

商材のストーリーが伝わる
高感度なデザイン見本市

アトリウム特別企画

For Here or To Go?
アトリウム・ディレクター
山田遊 氏 method inc. / wearemethod.com

2017年開催結果
出展面積 22,400㎡→2018年は1.4倍の31,280㎡にて開催！
出展者数 787社／22カ国・地域（国内645社・海外142社）
来場者数 27,573名／38カ国・地域（国内26,587名・海外986名）

※写真はイメージです。

インテリア ライフスタイルとは

国内外29カ国・地域以上から
最新のデザイン商材が集まります。

秋冬・年末商戦に向けた商談の
スタートの場としてご活用ください。

商品の背景やブランドストーリーが
伝えやすい商談以上の出会いを提供します。

東京から世界へ向けて「ライフスタイルを提案する」インテリア・デザイン
市場のための国際見本市。デザイン性の高いライフスタイルアイテム、
テーブルウエア・食品、ギフトからハイエンドな家具まで、衣食住に関わ
る様々な商材が集まります。本見本市はドイツ・フランクフルトで開催
されるAmbienteとHeimtextilをマザーフェアとしており、海外からの
トレンドアイテムの出展が多いのも魅力です。

西2ホール 
West hall 2

1
2
3 ブースNo.

ブランド名

会社名

リコメンド商品

デリバリー
スケジュール

商品アイコン

20192018

新作商品
定番商品
出展者推奨商品
即納商品
冬期納品予定商品

小口輸入レクチャーツアー開催！
MIPRO（対日貿易投資交流促進協会）のアドバイザーによる人気の
レクチャーツアーを開催します！ 海外出展者をまわりながら小口輸入の
アドバイスが受けられます。20名限定ですので是非ご参加ください！

※全日開始5分前にはお集まりください。

各ブースの
サインボード

集合場所：LIFESTYLE SALON会場
集合場所：ビジネスサポートデスク
集合場所：ビジネスサポートデスク

2018年
5月30日（水） – 6月1日（金）
東京ビッグサイト
西1・2・3・4ホール＋アトリウム
10:00 – 18:00（最終日は16:30まで）

www.interior-lifestyle.com

HIGH-END HIGH-DESIGN WORLDWIDE
ハイエンド・ハイデザインを発信するライフスタイル提案型の国際見本市

ご招待状

お問合せ先 メッセフランクフルト ジャパン（株）
インテリア ライフスタイル事務局  〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 1-3-2 曙杉館 7F
Tel. 03-3262-8456   Fax. 03-3262-8442   
E-mail. visit@interior-lifestyle.com   Web. www.interior-lifestyle.com

ゾーン名 :招待者名 /出展者名 :

【入場に際してのご注意】 ● 商談を目的とした商業見本市のため、18歳未満の方および一般の方のご入場はお断りしております。
● ペットを連れてのご入場はできません。 ● 主催者による会場内記録の使用について：主催者は見本市会場内において取材・撮影
を行います。取材によって得られた情報や撮影した画像は、メッセフランクフルト ジャパン株式会社およびメッセフランクフルト グ
ループが主催・運営する国内外見本市の広報・宣伝活動に使用する場合があります。

小間番号 :

ACCESS  会場への交通

羽田空港（リムジンバス、京浜急行バス）
成田空港（リムジンバス） 
東京ベイ有明ワシントンホテル
→東京ビッグサイト

りんかい線

ゆりかもめ

【東16】 東京駅八重洲口（JR、東京メトロ）
【都05】 東京駅丸の内南口（JR、東京メトロ）
【門19】 門前仲町駅（東京メトロ、都営地下鉄）
→東京ビッグサイト

都営バス

空港バス

見本市公式ウェブサイトからの
Web来場事前登録
本状内の「来場登録券」を持参

5月6日（日）までにご登録をしていただいた方には、
会期前に来場者バッジを郵送いたします。
来場者バッジご持参の方に限り、受付での登録が不要になり、
そのままご入場いただけます。

Web来場事前登録受付中！ 
入場がスムーズな「Web来場事前登録」をぜひご活用ください！

入場方法は2通り

※郵便事情により、お手元に来場者バッジ（ハガキ）が届かない場合は、
　登録完了画面を印刷して受付までお持ちください。
※Web来場事前登録をされていない方、来場登録券をお持ちでない方は
　入場料2,000円を頂戴します。

来場登録券

■ 業種
小売・専門店
1 □ ライフスタイルショップ
2 □ インテリアテキスタイルショップ
3 □ 服飾・セレクトショップ
4 □ 家具専門店
5 □ 雑貨専門店
6 □ 文具専門店
7 □ その他 ＿
8 □ 百貨店
9 □ 量販店
10 □ 通信販売・ネットショップ・TVショッピング
11 □ 卸・問屋
12 □ 輸出入業・商社
13 □ メーカー
14 □ デザイン事務所
15 □ インテリアコーディネーター・デコレーター
16 □ 設計事務所
17 □ 建設・住宅関連
18 □ ホテル・旅館・レジャー施設
19 □ レストラン・カフェ・バー
20 □ 官公庁・団体・大使館
21 □ 学生
22 □ その他 ＿

■ 職種
1 □ 購買・仕入れ
2 □ デザイナー
3 □ 営業・企画・マーケティング 
4 □ 広報宣伝
5 □ 管理部門
6 □ その他 ＿

暴力団、暴力団関係団体およびその関係者、もしくはその他反社会的勢力であると判明したとき、またはこれらの反社
会的勢力を利用していることが判明したときは、来場をお断りします。本見本市はバーコードによる入場管理を行って
おります。出展ブースでバーコードの読取りを行いますと、事前にご登録いただいた情報が出展者に提供されます。
バーコードの読取りは、出展者に名刺をお渡しするのと同様の行為になりますので、十分ご留意ください。
【個人情報の取扱いについて】ご登録いただきました個人情報は、メッセフランクフルト ジャパン株式会社およびメッセフ
ランクフルト グループが主催・運営する国内外の見本市のご紹介および出版物、各種サービスや関連情報、出展者・ス
ポンサー等の製品やサービスに関する情報をご提供するために利用させていただく場合があります。これらの正当な目
的以外に無断で利用することはありません。なお、ご提出いただきました個人情報は弊社にて厳重に管理いたします。

登録券 1枚につき1名様・3日間ご入場いただけます。（コピー不可）
アンケート項目にご回答のうえ、名刺2枚を添えて受付にご提出ください。

■ 役職
1 □ 経営者・役員・オーナー
2 □ 管理職 

3 □ 社員・職員
4 □ その他 ＿

■ 従業員数
1 □ 1–5 5 □ 101–500     　
2 □ 6–20 6 □ 501–1000    

3 □ 21–50 7 □ 1001–

4 □ 51–100

■ 商品買付け決定権
1 □ 決定権を持っている
2 □ 一部決定権を持っている
3 □ 決定に影響力を持っている
4 □ 決定権を持っていない

■ 来場動機
1 □ 製品の購入・発注
2 □ 製品購入のための情報収集
3 □ 市場・業界の動向調査
4 □ 特別展示への来場
5 □ その他 ＿

■ 次回の出展に興味がある
□ インテリア ライフスタイル（2019年7月）

※複数回答不可

個人情報に関するお問合せ窓口 / For enquiry:  privacy@japan.messefrankfurt.com

E-mail.

Tel. Fax.

氏名

部署・役職

会社名

■ 名刺貼付欄 

住所

Web.

1

2

Floor Image

当日会場受付にお持ちください

今年のアトリウムのテーマは、海外のファストフード店や、コーヒースタ
ンドでお馴染みのフレーズである「For Here or To Go?」
会場ではもちろん（For Here）、会社へと持帰っても（To Go）、出展者の
商品導入を検討しやすい環境づくりを実現します。これこそが、今後の
展示会のあるべき理想形。デザイン市場で経験豊かなバイヤーである
山田氏と新しい商談の場を作る試みです。アトリウム内の各ブースには、
新作や即納商品のデリバリースケジュールが一目で分かるサインボード
が取付けられています。効率的な商談にお役立てください。

南青山のIDEE SHOPのバイヤーを経て、2007年method
（メソッド）を立ち上げ、フリーランスのバイヤーとして活動
を始める。現在、株式会社メソッド代表取締役。
2014年「デザインとセンスで売れる ショップ成功のメソッド」
誠文堂新光社より発売。

グラフィックデザイン：池田充宏 氏  DRAWER inc. / www.drawer.co.jp

空間デザイン：小林恭 氏 ＋ マナ 氏  設計事務所 ima / www.ima-ima.com

カフェ：塚本晃弘 氏  CPCenter / www.cpcenter.net
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東京ビッグサイト 西ホール

大崎駅（JR）
新木場駅（JR、東京メトロ）
→国際展示場駅

新橋駅（JR、東京メトロ、都営地下鉄）
豊洲駅（東京メトロ）
→国際展示場正門駅

商材のストーリーが伝わる
高感度なデザイン見本市

アトリウム特別企画

For Here or To Go?
アトリウム・ディレクター
山田遊 氏 method inc. / wearemethod.com

2017年開催結果
出展面積 22,400㎡→2018年は1.4倍の31,280㎡にて開催！
出展者数 787社／22カ国・地域（国内645社・海外142社）
来場者数 27,573名／38カ国・地域（国内26,587名・海外986名）

※写真はイメージです。

インテリア ライフスタイルとは

国内外29カ国・地域以上から
最新のデザイン商材が集まります。

秋冬・年末商戦に向けた商談の
スタートの場としてご活用ください。

商品の背景やブランドストーリーが
伝えやすい商談以上の出会いを提供します。

東京から世界へ向けて「ライフスタイルを提案する」インテリア・デザイン
市場のための国際見本市。デザイン性の高いライフスタイルアイテム、
テーブルウエア・食品、ギフトからハイエンドな家具まで、衣食住に関わ
る様々な商材が集まります。本見本市はドイツ・フランクフルトで開催
されるAmbienteとHeimtextilをマザーフェアとしており、海外からの
トレンドアイテムの出展が多いのも魅力です。

西2ホール 
West hall 2

1
2
3 ブースNo.

ブランド名

会社名

リコメンド商品

デリバリー
スケジュール

商品アイコン

20192018

新作商品
定番商品
出展者推奨商品
即納商品
冬期納品予定商品

小口輸入レクチャーツアー開催！
MIPRO（対日貿易投資交流促進協会）のアドバイザーによる人気の
レクチャーツアーを開催します！ 海外出展者をまわりながら小口輸入の
アドバイスが受けられます。20名限定ですので是非ご参加ください！

※全日開始5分前にはお集まりください。

各ブースの
サインボード

集合場所：LIFESTYLE SALON会場
集合場所：ビジネスサポートデスク
集合場所：ビジネスサポートデスク

2018年
5月30日（水） – 6月1日（金）
東京ビッグサイト
西1・2・3・4ホール＋アトリウム
10:00 – 18:00（最終日は16:30まで）

www.interior-lifestyle.com

HIGH-END HIGH-DESIGN WORLDWIDE
ハイエンド・ハイデザインを発信するライフスタイル提案型の国際見本市

ご招待状

30 May – 1 June 2018  Tokyo Big Sight, West hall
2018年5月30日（水） – 6月1日（金） 東京ビッグサイト西ホール

HIGH-END HIGH-DESIGN WORLDWIDE
ハイエンド・ハイデザインを発信するライフスタイル提案型の国際見本市
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Set a simple and clear target during the fair. Prepare giveaway sam-
ples, catalogues, price lists, and an interpreter if needed to ensure 
smooth communication.

Prepare for the fair1

Make use of free admission tickets that will be sent upon your request 
or can be freely downloaded online and exhibitor search page on 
the official website of the fair. In addition, make sure to announce 
your attendance to important customers via websites, e-mails and 
SNS. Many more promotion tools are available. Please refer to P.11 
for details.

Announce your attendance2

Be sure to maximise space when designing your booth to ensure 
visitors’ comfort. Have a table available to encourage visitors to sit 
and have extended discussions. If you are looking for easy way to 
arrange your booth, economical and convenient rental stands are 
available upon request.

Welcoming booth design3

For promotion Effective strategies for added success!

The power of trade fairs is the ability to gather large pools of prospects from all over the world to 
convene in one place over a few days. We encourage exhibitors to set clear targets of what they hope 
to achieve during the trade fair to maximise positive results.

Examples: Receive orders at least USD/EUR◯◯. Develop new prospects at least ◯◯contacts.

JPY 340,000 (tax excluded)

JPY 112,000 (tax excluded)

JPY 452,000 (tax excluded)



Rental stand
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*In case of excessive use, extra fee will be charged.

Enquiry on rental stand: Shoei Bijutsu Co., Ltd.   Tel. +81-3-5148-6656   Fax. +81-3-5148-6606   E-mail. lifestyle@shoei-bijutsu.co.jp   Contact: Mr. Cascini, Mr. Weizhen

Floor carpet  

Wooden wall panels (H 2.7m)

Wooden panel for sign

Company name・booth number (Font: Arial)

Trash box

LED spotlights (10W)

Socket outlet (100V/1kW)

Electric wiring power & electricity usage*　
Booth cleaning (16 – 18 July)

1 booth

9m²

○
○
○
○
3

1

1kW

○

2 booths

18m²

○
○
○
○
6

1

1kW

○ 2 booths image (2-side open)1 booth image (1-side open)

Basic rental standTYPE A

Floor carpet  
Wooden wall panels (H 2.7m)
Company name・booth number (Font: Arial)
LED spotlights (10W)
Electric wiring power & electricity usage*
Booth cleaning (16 – 18 July)

1 booth

9m²
○
○
3

1kW
○

2 booths

18m²
○
○
6

1kW
○

Simple and economical rental standTYPE C

Floor carpet 
Wooden wall panels (H 2.7m)
Roof decoration・sign panel
Company name・booth number (Font: Arial)
Sleeve parapet
Trash box
LED spotlights (10W)
Socket outlet (100V/1kW)
Electric wiring power & electricity usage*
Booth cleaning (16 – 18 July)

1 booth

9㎡
○
○
○

○
3
1

1kW
○

2 booths

18㎡
○
○
○

This is only for corner booth

○
6
1

1kW
○

□ 1 booth / JPY 140,000 (tax excluded) □ 2 booths / JPY 200,000 (tax excluded)

□ 2 booths / JPY 210,000 (tax excluded)□ 1 booth / JPY 172,000 (tax excluded)

□ 1 booth / JPY 112,000 (tax excluded) □ 2 booths / JPY 180,000 (tax excluded)

2 booths image (2-side open)1 booth image (1-side open)

1 booth image (1-side open) 2 booths image (1-side open)

TYPE B Rental stand for roof decoration
* TYPE B is available for 1 booth and 2 booths.



インテリア ライフスタイル
www.interior-lifestyle.com

2018年
5月30日（水） – 6月1日（金）

30 May (Wed) – 1 June (Fri) 2018
Tokyo Big Sight, West hall
10:00–18:00 (Last day until 16:30) 

東京ビッグサイト 西ホール
10:00–18:00（最終日は16:30まで）

ハイエンド・ハイデザインを発信するライフスタイル提案型の国際見本市
HIGH-END HIGH-DESIGN WORLDWIDE

・VIP招待状をご持参の方はVIP専用受付でのご登録となり、スムーズにご入場いただけます。
・VIP招待状と引換えに会場内カフェでご利用いただけるドリンクチケットをお渡しいたします。
・商談を目的とした商業見本市のため、18歳未満の方および一般の方のご入場はお断りしております。
・Please bring this card to VIP reception.
・You can enjoy a welcome drink at the cafe in the fair.
・People under the age of 18 and public visitors are not admitted to the fair.

招待状
INVITATION CARDVIP

www.interior-lifestyle.com

東京ビッグサイト
西1・2・3・4ホール＋アトリウム
10:00 – 18:00（最終日は16:30まで）

HIGH-END HIGH-DESIGN WORLDWIDE
ハイエンド・ハイデザインを発信するライフスタイル提案型の国際見本市

2018年
5月30日（水） – 6月1日（金）

ゾーン名/Zone:

小間番号/Booth No. :

招待者名・出展者名/Exhibitor name:

お問合せ先 メッセフランクフルト ジャパン（株）
インテリア ライフスタイル事務局  〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 1-3-2 曙杉館 7F
Tel. 03-3262-8456   Fax. 03-3262-8442   
E-mail. visit@interior-lifestyle.com   Web. www.interior-lifestyle.com

ゾーン名 :招待者名 /出展者名 :

【入場に際してのご注意】 ● 商談を目的とした商業見本市のため、18歳未満の方および一般の方のご入場はお断りしております。
● ペットを連れてのご入場はできません。 ● 主催者による会場内記録の使用について：主催者は見本市会場内において取材・撮影
を行います。取材によって得られた情報や撮影した画像は、メッセフランクフルト ジャパン株式会社およびメッセフランクフルト グ
ループが主催・運営する国内外見本市の広報・宣伝活動に使用する場合があります。

小間番号 :

ACCESS  会場への交通

羽田空港（リムジンバス、京浜急行バス）
成田空港（リムジンバス） 
東京ベイ有明ワシントンホテル
→東京ビッグサイト

りんかい線

ゆりかもめ

【東16】 東京駅八重洲口（JR、東京メトロ）
【都05】 東京駅丸の内南口（JR、東京メトロ）
【門19】 門前仲町駅（東京メトロ、都営地下鉄）
→東京ビッグサイト

都営バス

空港バス

見本市公式ウェブサイトからの
Web来場事前登録
本状内の「来場登録券」を持参

5月6日（日）までにご登録をしていただいた方には、
会期前に来場者バッジを郵送いたします。
来場者バッジご持参の方に限り、受付での登録が不要になり、
そのままご入場いただけます。

Web来場事前登録受付中！ 
入場がスムーズな「Web来場事前登録」をぜひご活用ください！

入場方法は2通り

※郵便事情により、お手元に来場者バッジ（ハガキ）が届かない場合は、
　登録完了画面を印刷して受付までお持ちください。
※Web来場事前登録をされていない方、来場登録券をお持ちでない方は
　入場料2,000円を頂戴します。

来場登録券

■ 業種
小売・専門店
1 □ ライフスタイルショップ
2 □ インテリアテキスタイルショップ
3 □ 服飾・セレクトショップ
4 □ 家具専門店
5 □ 雑貨専門店
6 □ 文具専門店
7 □ その他 ＿
8 □ 百貨店
9 □ 量販店
10 □ 通信販売・ネットショップ・TVショッピング
11 □ 卸・問屋
12 □ 輸出入業・商社
13 □ メーカー
14 □ デザイン事務所
15 □ インテリアコーディネーター・デコレーター
16 □ 設計事務所
17 □ 建設・住宅関連
18 □ ホテル・旅館・レジャー施設
19 □ レストラン・カフェ・バー
20 □ 官公庁・団体・大使館
21 □ 学生
22 □ その他 ＿

■ 職種
1 □ 購買・仕入れ
2 □ デザイナー
3 □ 営業・企画・マーケティング 
4 □ 広報宣伝
5 □ 管理部門
6 □ その他 ＿

暴力団、暴力団関係団体およびその関係者、もしくはその他反社会的勢力であると判明したとき、またはこれらの反社
会的勢力を利用していることが判明したときは、来場をお断りします。本見本市はバーコードによる入場管理を行って
おります。出展ブースでバーコードの読取りを行いますと、事前にご登録いただいた情報が出展者に提供されます。
バーコードの読取りは、出展者に名刺をお渡しするのと同様の行為になりますので、十分ご留意ください。
【個人情報の取扱いについて】ご登録いただきました個人情報は、メッセフランクフルト ジャパン株式会社およびメッセフ
ランクフルト グループが主催・運営する国内外の見本市のご紹介および出版物、各種サービスや関連情報、出展者・ス
ポンサー等の製品やサービスに関する情報をご提供するために利用させていただく場合があります。これらの正当な目
的以外に無断で利用することはありません。なお、ご提出いただきました個人情報は弊社にて厳重に管理いたします。

登録券 1枚につき1名様・3日間ご入場いただけます。（コピー不可）
アンケート項目にご回答のうえ、名刺2枚を添えて受付にご提出ください。

■ 役職
1 □ 経営者・役員・オーナー
2 □ 管理職 

3 □ 社員・職員
4 □ その他 ＿

■ 従業員数
1 □ 1–5 5 □ 101–500     　
2 □ 6–20 6 □ 501–1000    

3 □ 21–50 7 □ 1001–

4 □ 51–100

■ 商品買付け決定権
1 □ 決定権を持っている
2 □ 一部決定権を持っている
3 □ 決定に影響力を持っている
4 □ 決定権を持っていない

■ 来場動機
1 □ 製品の購入・発注
2 □ 製品購入のための情報収集
3 □ 市場・業界の動向調査
4 □ 特別展示への来場
5 □ その他 ＿

■ 次回の出展に興味がある
□ インテリア ライフスタイル（2019年7月）

※複数回答不可

個人情報に関するお問合せ窓口 / For enquiry:  privacy@japan.messefrankfurt.com
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当日会場受付にお持ちください

今年のアトリウムのテーマは、海外のファストフード店や、コーヒースタ
ンドでお馴染みのフレーズである「For Here or To Go?」
会場ではもちろん（For Here）、会社へと持帰っても（To Go）、出展者の
商品導入を検討しやすい環境づくりを実現します。これこそが、今後の
展示会のあるべき理想形。デザイン市場で経験豊かなバイヤーである
山田氏と新しい商談の場を作る試みです。アトリウム内の各ブースには、
新作や即納商品のデリバリースケジュールが一目で分かるサインボード
が取付けられています。効率的な商談にお役立てください。

南青山のIDEE SHOPのバイヤーを経て、2007年method
（メソッド）を立ち上げ、フリーランスのバイヤーとして活動
を始める。現在、株式会社メソッド代表取締役。
2014年「デザインとセンスで売れる ショップ成功のメソッド」
誠文堂新光社より発売。

グラフィックデザイン：池田充宏 氏  DRAWER inc. / www.drawer.co.jp

空間デザイン：小林恭 氏 ＋ マナ 氏  設計事務所 ima / www.ima-ima.com

カフェ：塚本晃弘 氏  CPCenter / www.cpcenter.net
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商材のストーリーが伝わる
高感度なデザイン見本市

アトリウム特別企画

For Here or To Go?
アトリウム・ディレクター
山田遊 氏 method inc. / wearemethod.com

2017年開催結果
出展面積 22,400㎡→2018年は1.4倍の31,280㎡にて開催！
出展者数 787社／22カ国・地域（国内645社・海外142社）
来場者数 27,573名／38カ国・地域（国内26,587名・海外986名）

※写真はイメージです。

インテリア ライフスタイルとは

国内外29カ国・地域以上から
最新のデザイン商材が集まります。

秋冬・年末商戦に向けた商談の
スタートの場としてご活用ください。

商品の背景やブランドストーリーが
伝えやすい商談以上の出会いを提供します。

東京から世界へ向けて「ライフスタイルを提案する」インテリア・デザイン
市場のための国際見本市。デザイン性の高いライフスタイルアイテム、
テーブルウエア・食品、ギフトからハイエンドな家具まで、衣食住に関わ
る様々な商材が集まります。本見本市はドイツ・フランクフルトで開催
されるAmbienteとHeimtextilをマザーフェアとしており、海外からの
トレンドアイテムの出展が多いのも魅力です。

西2ホール 
West hall 2

1
2
3 ブースNo.

ブランド名

会社名

リコメンド商品

デリバリー
スケジュール

商品アイコン

20192018

新作商品
定番商品
出展者推奨商品
即納商品
冬期納品予定商品

小口輸入レクチャーツアー開催！
MIPRO（対日貿易投資交流促進協会）のアドバイザーによる人気の
レクチャーツアーを開催します！ 海外出展者をまわりながら小口輸入の
アドバイスが受けられます。20名限定ですので是非ご参加ください！

※全日開始5分前にはお集まりください。

各ブースの
サインボード

集合場所：LIFESTYLE SALON会場
集合場所：ビジネスサポートデスク
集合場所：ビジネスサポートデスク

2018年
5月30日（水） – 6月1日（金）
東京ビッグサイト
西1・2・3・4ホール＋アトリウム
10:00 – 18:00（最終日は16:30まで）

www.interior-lifestyle.com

HIGH-END HIGH-DESIGN WORLDWIDE
ハイエンド・ハイデザインを発信するライフスタイル提案型の国際見本市

ご招待状

Tips & success

30 May – 1 June 2018  Tokyo Big Sight, West hall
2018年5月30日（水） – 6月1日（金） 東京ビッグサイト西ホール

HIGH-END HIGH-DESIGN WORLDWIDE
ハイエンド・ハイデザインを発信するライフスタイル提案型の国際見本市
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Basic promotion  Free tools

Poster
Display at your reception 

counter or showroom.

Online exhibitor search
Register your product and company 

information so potential clients can find 
you more easily before and after the fair.

Invite your important clients 
using these tickets!

VIP invitation card
Send them to your potential clients to 

promote your participation.

Free admission ticket · sticker

Purchase on-site advertisement board.
This is the only direct and effective appeal to visitors in front of the hall.

On-site advertisement board2

Q1
What is the most effective way to 
approach all visitors at the fair?

Purchase the advertisement page on the official fair guide. 
This is the only printed tool which is distributed during the fair.

Advertisement on the official fair guide1

Take advantage of our advertising and sponsorship package!
Effective promotional tools are sure to attract more of your target audience. Plan ahead to take advantage of participating in the leading interior & design trade fair in Japan!

10

Please make good use of the free promotional tools.



Join our advertising & sponsorship package!

1

More promotion  Optional tools

Boost your market presence before, during and after the fair! 
Our official fair guide will be available before the fair via our official fair website and 
distributed to all visitors onsite at the venue.

Advertisement on the official fair guide

2 3

（株）丸萬 POLS
MARUMAN Inc  POLS
（ACCENT, G-02）

C

B

A

D

E

西1ホール  West hall 1 西2ホール West hall 2

Interior Lifestyle Tokyo 2018 インテリア ライフスタイル 2018

北欧のデザイン家具、食器、テキスタイル、小物、オーナメントなど。
Nordic design furniture, dishes, textiles, ornaments

NORDIC LIFESTYLE ABlock商材のストーリーが伝わる
高感度なデザインが勢揃い
A platform for new encounter:
brand histories, creators’ thought and more

Upper
floor

4F

1F

4F

西1ホール
 West hall 1

Atrium

S

Atrium

西2ホール
 West hall 2

西4ホール
 West hall 4

西3ホール
 West hall 3

ホール内レイアウト
Blocks in West hall

Ground
floor

1F

詳細はP.4へ。
Please check p.4 for the details.

アトリウム 特別企画　For Here or To Go? SBlock

デザインプロダクト、ファッションアイテム、ベビー&キッズグッズ、ギフトなど。
Design products, fashion items, baby and children’s items, gift items

ACCENT HGBlock

HOME
家具、寝具、ホームテキスタイル、照明、ガーデンファニチャーなど。
Furniture, beddings, home textiles, lighting, outdoor furniture

KJBlock

若手の起業家が「商品化された新規ブランド」を発信し、国内外のマーケットを牽引していく場。
A business platform for entrepreneurs and their products to be promoted both domestically and abroad

NEXT C DBlock

ギャラリードゥポワソン 森知彦氏による選りすぐりのジュエリーブランド。
High design jewelry brands selected by Tomohiko Mori from gallery deux poissons

JEWELRY C DBlock

EVERYDAY
バス・トイレタリー用品、リネン雑貨、ダストボックス、収納アイテムなど。
Bath and toiletry products, linen items, dust boxes, storage items

EBlock

TALENTS
新進デザイナーが「商品化前のプロトタイプ」を発表し、企業とのビジネスに結びつける場。
A bridge between young aspiring international designers and the interior industry

Block I

ブランド食器、キッチンツール、システム鍋、デザインキッチン家電など。
Brand dishes, kitchenware, cooking equipment, design appliances

KITCHEN LIFE E FBlock

パッケージも一工夫された紅茶、輸入食品、調味料など。
Imported foods, teas, seasonings with well-designed package

FOODIST FBlock

西4ホール
 West hall 4

西3ホール
 West hall 3

F G

H

I J K

海外パビリオンや世界中からの多彩なデザイン商材が集結。
Overseas pavilions and a variety of design products from around the world.

GLOBAL CBlock B

日本の伝統を活かしたモダンデザインなプロダクト、漆器、食器、刃物、照明など。
Lacquer items, dishes, knives, lighting with Japanese traditions and modern designs

JAPAN STYLE DBlockPremium zone

selected by gallery deux poissons

MOVEMENT
ハイエンドマーケットに特化した最新デザインブランド、インテリアブランドなど。
Latest design brands and interior brands specialized high-end market

Block IPremium zone

（株）アン・ドゥミ Un-Demi Co.,Ltd（ACCENT, G-23）

（株）ぶんぶく
BUNBUKU CO.,LTD
（EVERYDAY, E-22） 京都 光章

KYOTO KOSHO
（JAPAN STYLE, D-41）

SERAX /（株）ドゥーブルアッシュ
SERAX / Double'H Co.,Ltd.
（For Here or To Go?, S-46）

ma-products
（-JEWELRY- selected by gallery 

deux poissons, D/J-12）

サントリースピリッツ（株）サントリー樽ものがたり
Suntory Spirits Ltd.
（HOME, K-26）

1 PLATE PRODUCTS
（For Here or To Go?, S-27）

karaminofoods（FOODIST, F/F-19）

FIEL（For Here or To Go?, S-01）

廣田硝子（株） Hirota Glass Co.,LTD（JAPAN STYLE, D-49）

Xcellent Products International Ltd. （GLOBAL, C-12）

Official Fair Guide
オフィシャルフェアガイド

東京ビッグサイト
西1・2・3・4ホール＋アトリウム
10:00 – 18:00（最終日は16:30まで）

www.interior-lifestyle.com

30 May – 1 June 2018
Tokyo Big Sight, West hall 1・2・3・4+Atrium
10:00 – 18:00 (Last day until 16:30)

2018年
5月30日（水） – 6月1日（金）

MAP
P. 8 – 日本語
P.14 –  English

#interiorlifestyletokyo

Professional photography service3

Shooting date: Before Opening or after Closure.

On-site opportunities

On-site advertisement board2

JPY 150,000 (tax excluded) / single-sided 
Size:  W848 x H1048（mm）

This ad board improves your presence and leads more visitors to your booth!
Visually approach to a number of potential customers and get immediate promotional effect on-site.

*Location assigned by organiser.

小間番号

On-site opportunities

On-site opportunities

Do you want a professional photographer with extensive career experience in the interior and design 
industry to shoot photos for you? The organiser and the professional photography company “Nacasa 
& Partners Inc.” will offer you the wonderful opportunity to creatively record your booth.
Let’s make the best use of this chance!

JPY 50,000 (tax excluded) / 5 photos

Back cover (W262×H392)

Inside back cover (W262×H392)

1 page (W262×H392)

1/2 page (W245×H175)

1/4 page (W245×H85)

Posting logo on the exhibitor list (W60×H10 [max.])

JPY 500,000
JPY 400,000
JPY 300,000

JPY 180,000
JPY 100,000

JPY 30,000

 (tax excluded)

*Photos are images. *Consumption tax will be applied to the prices declared.

E-mail. promotion@japan.messefrankfurt.com
For the details, please refer to [Promotion guide] which will be sent after 
application form is submitted.

Enquiry on more promotional tools

There are more effective tools available! Please contact below.

To help ensure your business success and assist in your multifaceted pro-
motional strategy for targeting visitors, we offer a 10% discount on multiple 
orders of promotional tools. Select 2 items or more from our list of popular 
and proven tools to promote your presence in the most effective way.

  □ Select 2 or more from designated promotion tools, we offer you 10％OFF

Promotional package discount

Professional photography service3

Q2
How can we record our booth for 

branding and promotion after the fair?

We recommend the professional photography service 
offered by “Nacasa & Partners Inc.” 

You can use the designed booth photos after the fair effectively.

AD
SPACE
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Messe Frankfurt Japan Ltd.
Interior Lifestyle Tokyo organiser’s office

Shosankan 7F 1-3-2 Iidabashi Chiyoda-ku Tokyo 102-0072, Japan
Tel. +81-3-3262-8443
Fax. +81-3-3262-8442
E-mail. info@interior-lifestyle.com
Web. www.interior-lifestyle.com
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