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お申込み・お問合せ
メッセフランクフルト ジャパン（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
©メッセフランクフルト ジャパン（株）　本パンフレット掲載内容の無断複写、転載を禁じます。

ビューティーワールド ジャパン 福岡
出展のご案内

2019年2月4日（月）–5日（火）
福岡国際センター
www.beautyworldjapan.com



可能性を秘めた九州マーケットとの効率的な  
出会いを実現するための国際総合ビューティ見本市
福岡県を中心とした九州マーケットは、関東圏、近畿圏の次に進出すべき地域として、全国展開を目指す企業様にとって、欠かすこ
とのできない市場です。本見本市は、九州で開催される数少ない美容の見本市として、九州へ販路を拡大するチャンスを提供します。

Advantage　出展のアドバンテージ

貴重な九州マーケットでのビジネスチャンスを創出
総来場者数の86％にあたる、約4,000名が九州地方からの来場者。
効率よく九州へ発信できるのは、福岡開催ならでは。

商談や契約につながる質の高い来場者との出会いをバックアップ
アンケートによると、出展者の93％が総合的な出展結果に満足しており、新規顧客との出会いが多い！来場者と質の高い商
談ができた！などの喜びの声をいただくことが多いのも、特長のひとつです。

集客力を誇る充実したセミナー開催で来場者を誘致
業界をリードする一流講師陣によるセミナーで、有力バイヤー、技術者やサロンオーナー、来場者を動員します。
また、福岡ならではの多様なお楽しみ企画で、来場者と出展者の距離をぐっと近づけます！

Special event　ビューティーワールド ジャパン 福岡だけで叶う特別な企画

お楽しみイベント「ガラポン抽選会」
会期中、全来場者を対象にガラポン抽選会を開催！
景品は出展者からご提供いただく協賛品です。
景品はブースでの引換えになるため、ご提供いただく
協賛品が多いほど自社ブース訪問来場者が確実にアッ
プします。
製品のPRや商談のチャンスなど、無限の可能性が広が
るこのイベントは、福岡限定の大ヒット企画！

サロンオーナー交流イベント
主催者が特別に誘致した、VIP来場者との交流イベントを企画。
東京や大阪まで来場するには負担が大きいというサロン経営者から
の声を受け、気軽に来場できる地元で、サロン経営者がネットワーク
を広げることができる交流イベントを開催！
熱心で質の高い来場者の来場動機のひとつとして、高く評価されてい
ます。また、出展者からご提供いただく協賛品を、参加者にお渡しす
ることも可能です。買付け決定権のある経営者の手に、確実に貴社製
品が届くチャンスです。

Outline　開催概要
● 名称：ビューティーワールド ジャパン 福岡（第6回目）
● 会期：2019年2月4日（月）－5日（火）
● 時間：10:00－18:00（2日目は17:00まで）
● 会場：福岡国際センター
● 主催：メッセフランクフルト ジャパン（株）
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エントランス
ロビー

セミナールームB

メインステージ

セミナールームA

ガラポン抽選会

フード&ドリンク
出展者プレゼンテーション
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出展エリア

レイアウトは変更となる場合がございます

出展エリア

特別出展エリア
「NEXT」

ビューティーワールド ジャパン 福岡とは
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Costs　出展料金

普通小間［スペースのみ］ ¥ 288,000（消費税別）／ 1小間（9㎡＝間口3m× 奥行3m）

ネイル小間［スペースのみ］ ¥ 128,000（消費税別）／ 1小間（4㎡＝間口2m× 奥行2m）

※ NEXT以外は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。　※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。

NEXT［パッケージ］ ¥ 188,000（消費税別）／ 1小間（4㎡＝間口2m× 奥行2m）

※新規出展者を優先させていただきます。　※NEXTの出展料金には、展示スペース、小間装飾が含まれます。

出展料金について    記載しております金額は、出展 PRにご利用いただける基本の無料プロモーションツール費用を含みます。  
（招待状、封筒用ステッカー、VIP招待状、ポスター、ロゴ・バナー等）

特別出展エリアNEXT
初めて出展される企業を対象にした「特別出展エリア NEXT」
トライアルに最適なパッケージブース付きプランなので商品を持込むだ
けで簡単に出展可能です！

3見本市セット割引：出展料金の5％割引
※ 2018年の「ビューティーワールド ジャパン（東京）」および「ビュー
ティーワールド ジャパン ウエスト（大阪）」にご出展の方が対象。  
ただし、NEXTへのご出展は対象外です。

Rental Stand　レンタルスタンド  

普通小間（消費税別）

TYPE A

シンプルで経済的な  
レンタルスタンド
● 1小間（9㎡）   ¥ 107,500
● 2小間（18㎡）   ¥ 152,500

TYPE B

カーペットの色は7色から  
選べる備品セット1点つき
● 1小間（9㎡）   ¥ 130,500
● 2小間（18㎡）   ¥ 189,500

TYPE C

さらにデザイン性を  
求める方に
● 1小間（9㎡）   ¥ 145,000
● 2小間（18㎡）   ¥ 203,000

ネイル小間

ネイル関連商品を
展示される方に
● 1小間（4㎡）   ¥ 99,000
● 2小間（8㎡）   ¥ 156,000

レンタルスタンドに含まれる基本装飾・設備
パンチカーペット／システム壁面パネル／社名板・小間番号表示ボード／LEDスポットライト／ごみ箱／2口コンセント／一次幹線工事・電気使用料金（※設定容量超過分は別料金が発生します。）／  
小間内清掃（ネイル小間を除く）／施工・撤去費用

（普通小間1小間で出展の場合 /消費税別）

出展料金 288,000円 ＋ レンタルスタンド Aタイプ  107,500円 ＝ 合計395,500円
出展コストシミュレーション

レンタルスタンドに関するお問合せ　（株）フジヤ（主催者協力施工会社）　
Tel. 06-6947-3203　Fax. 06-6947-3212　E-mail. event@fujiya-net.co.jp
※ご出展には別途出展料金が掛かります。　※レンタルスタンドの詳細は出展決定後にお送りする「レンタルスタンドのご案内」にてご確認いただくか、または上記までお問合せください。
※お申込みは2018年10月発送の「出展マニュアル」内申込書にて承ります。　※角小間の場合もレンタルスタンドの料金は同じです。

NEXTパッケージブース

Discount　割引

レンタルスタンドで出展準備をサポート !  その他のカスタマイズもご相談ください
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Exhibitor's voice　出展者の声

地元福岡で初出展。
見本市自体が初めてだったが、プロモー
ションツールを有効に使い、事前の告知
をしっかりと行った為、当日はたくさん
の来場者がブースに押し寄せ、体験、商
談、契約していただき大満足。
今後は、東京、大阪にも出展し、3見本
市に継続して出展していきたい。

（メーカー）

ビューティーワールド ジャパン 福岡に
は、初開催から連続出展。
九州エリアの多くのお客様とのご縁が
いただけるのも嬉しいが、イベントその
ものがとにかく楽しい！
九州エリアへのアピールの場の定番に
なっている。
イベント後、遠方で普段なかなかお会い
することができない顧客と会食すること
ができるのもまた魅力のひとつ。福岡な
らではのグルメを囲むと会話も弾む。

（メーカー）

Visitor's voice　来場者の声

鹿児島で理美容サロンを経営。
業界の動向を知るためにビューティー
ワールド ジャパン 福岡に来場。
普段はなかなか会うことのできない、世
界的な技術者のセミナーも聴けて、とて
も良い刺激を受けた。サロンに持って帰
って、お客様に喜んでいただけるよう、
頑張りたい。

（理美容サロンオーナー）

福岡でエステサロンを経営。
東京や大阪のビューティーワールドに
比べると規模は小さいが、二階もあり、
とても活気があり、地元で色々な情報を
収集するにはもってこいのイベント。こ
れでもかと気になる製品を試し、体験も
たくさんでき、すぐにサロンに導入でき
そうな製品を仕入れることもできた。
今後もスタッフを連れて、積極的にこう
いう場へ出向きたい。

（エステサロンオーナー）

Voice　出展者・来場者からのコメント
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Deadline　出展申込締切

2018年9月28日（金）　※ ただし締切日以前でも、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。

Schedule　スケジュール　※ 締切後も出展をご希望の場合はお問合せください。

2018年
11月～

小間位置の提案・
決定
※小間位置の提案は、出展料金の
　ご入金確認後となります。

2018年
10月

2018年
9月28日（金）

2018年
6月

出展申込書
受付開始

2019年
2月2日（土）－3日（日）

搬入・装飾

2019年
2月4日（月）－5日（火）

ビューティーワールド
ジャパン 福岡 開催

出展マニュアル送付
各種申込み・
登録開始

出展申込締切

Products　出展対象製品
● コスメティック
基礎化粧品、メイクアップ、メンズ化粧品、ドクターズ コスメ、
パフューマリー、ボディケア製品、バス製品

● ナチュラル &オーガニック
自然派・オーガニック化粧品、アロマ製品

● ビューティサプリメント
美容・健康・ダイエットサプリメント、食品、
ドリンク

● 美容機器
美顔器、痩身機器、脱毛機器、RF温熱機器、
ホームケア美容機器

● スパ &ウェルネス
スパトリートメント製品、スパ関連サービス、
温浴設備

● ネイル
ネイルポリッシュ、ジェルネイル、ネイルアート製品、
ネイルケア製品、フットケア製品

● ダイエット &健康
痩身機器、健康・フィットネス機器、機能性下着、
ダイエット・健康関連グッズ

● サロン設備・備品
施術ベッド・チェア、バスタブ、シャワー設備、
タオル、バスローブ、ユニフォーム、各種消耗品

● 美容関連グッズ
美容・メイクアップ小物、
ファッションジュエリー・アクセサリー

● アイラッシュ
アイラッシュ製品

● ヘア
ヘアケア製品、シザー類、ヘアブラシ、コーム、ヘアドライヤー、
アイロン、ウィッグ、エクステンション、ヘアアクセサリー

● OEM &パッケージ
化粧品・健康食品受託製造、化粧品原料、化粧品容器・包装

● ビジネスサポート
顧客管理システム、ウェブ関連サービス、
店舗設計・デザイン、経営コンサルティング、
PRサービス、FCサービス

● その他
スクール運営、出版、協会、団体、
その他美容関連製品・サービス

上記以外でも、ビューティビジネスに新規参入をご希望の商材やサービスが出展対象となります

Targets + Schedule　ターゲット＋スケジュール

● 各種サロン
エステティシャン、ネイリスト、セラピスト、
理美容師、各種サロンのオーナー、購買担当者

● 卸・商社・小売
百貨店・コスメショップ・バラエティショップ・
ドラッグストア・各種通販業の購買担当者、売場担当者

● メーカー
化粧品・美容機器・健康食品・OEMの企画、
営業担当者

● 宿泊・レジャー施設
ホテル・スパ・リゾート・健康ランド・
フィットネス &スポーツクラブ施設の購買担当者、
プランナー、コンサルタント、設備関係者

● 医療機関
各種メディカルクリニックなどの医療機関・治療院関係者

● その他
業界団体関係者、エステティック・ネイル・
理美容専門学校関係者

来場対象者
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来場者数　4,582名／7カ国・地域（国内：4,552名　海外：30名）

0 5 10 15 20 25 30

専業エステティックサロン
専業ネイルサロン
専業理美容サロン
兼業・併設のサロン（エステ、理美容院、ネイルサロン、クリニックなどの兼業）
スパ、温泉関係者
ホテル、旅館、レジャー施設関係者
医療関係者
問屋・商社（国内商材専門）
輸入業・商社（海外商材専門）
小売関係
メーカー
エステティック・ネイル・理美容学生
その他（協会・団体・官公庁関係者、大使館、理美容学校関係者、プレスなど）
無回答

28.1%
10.5%

13.4%
12.3%

0.8%
0.5%

2.9%
8.6%

3.5%
2.6%

8.0%
4.4%

3.8%
0.6%

来場者業種分類

A

B

C
D EF

G

国内来場者地域分類

● A. 九州・沖縄地方 ................... 85.4%

● B. 中国・四国地方 ...................... 5.8%

● C. 近畿地方 ...................................  2.7%

● D. 関東地方 ................................... 2.1%

● E. 中部地方 ................................... 0.9%

● F. 北海道・東北地方 ................... 0.3%

● G. 無回答 ....................................... 2.8%

A

B

C

D

E

商品買付け決定権をお持ちですか？

● A. 決定権を持っている ................  47.5%

● B. 一部決定権を持っている ........ 14.7%

● C. 決定に影響力を持っている ..... 10.1%

● D. 決定権を持っていない ............ 19.7%

● E. 不明（無回答） .............................  8.0%

出展者数　96社／2カ国・地域（国内：95社　海外：1社）

Fair schedule　3見本市年間スケジュール

2019年2月4日（月）－5日（火）
福岡国際センター

2019年5月13日（月）－15日（水）
東京ビッグサイト

2018年10月15日（月）－17日（水）
インテックス大阪

Results　前回実績　2018年2月5日（月）-6日（火）福岡国際センター
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ブース出展にあわせ、目的にあったプロモーションツールを利用し、ビューティーワールド ジャパンを徹底的に活用しましょう。
オススメの無料・有料のツールを多数ご用意しております。ビューティーワールド ジャパンは年3回、3都市で開催していますので、
年間を通じた PRプランやスポンサーシップも可能です。

Basic promotion　基本の無料ツール

More promotion　プラスアルファの有料ツール

1   オフィシャルフェアガイド広告 2   会期前・後メール代行サービス 3   会場広告ボード

上記に加え、様々なツールがございます。ぜひご検討ください！
詳細お問合せや有料ツールのお見積はこちら：promotion@japan.messefrankfurt.com
詳細は出展決定後にお送りする「プロモーションツールのご案内」をご確認ください。

4   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・技術紹介などに
ご利用いただけます。一度に多くの来場者へ効果的なアプローチが可能です。

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。
※時間枠は主催者にて調整のうえ、後日ご連絡いたします。
※ 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　定員：100名

時間枠（50分） 料金（消費税別）
10:50－11 :40 ¥ 80,000
12:00－12:50 ¥ 80,000
13:10－14:00 ¥ 100,000
14:20－15:10 ¥ 100,000
15:30－16:20 ¥ 100,000

貴社の大切なお客様への PRにご利用ください！

出展者名：

小間番号：

VIP Invitation

九州エリアの総合ビューティ見本市

ビューティーワールド ジャパン 福岡

商談を目的とした商業見本市のため、
16歳未満の方および業界関係者以外のご入場は固くお断りしております。
お子様を連れてのご入場もお断りしております。

www.beautyworldjapan.com
裏面の来場登録券1枚で1名様・2日間の入場が可能です。

2019年2月4日（月）－5日（火）
福岡国際センター
10：00－18：00（最終日は17：00まで）

九州エリアの総合ビューティ見本市

ビューティーワールド ジャパン 福岡

商談を目的とした商業見本市のため、
16歳未満の方および業界関係者以外のご入場は固くお断りしております。
お子様を連れてのご入場もお断りしております。

本招待状内の来場登録券1枚で1名様・2日間の入場が可能です。

2019年2月4日（月）－5日（火）
福岡国際センター
10：00－18：00（2日目は17：00まで）
受付開始 9：30
スムーズな入場のため、早めにご来場ください！

主催：メサゴ・メッセフランクフルト（株）

ご招待状

無料招待状在中
Free admission ticket enclosed

2019.2.4-2.5 10:00-18:00
【開催時間延長】

福岡国際センター （最終日17:00まで）

2019年2月4日（月）–5日（火）  
ビューティーワールド ジャパン 福岡
九州エリアの総合ビューティ見本市

福岡国際センター

BWJ_FUKUOKA_2019_ビジュアル100%.indd   1 2018/03/29   11:16

招待状・封筒用ステッカー VIP招待状 ポスター

貴社の出展をより多くのお客様にアピール！

主催／お問合せ

メッセフランクフルト ジャパン（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. 03-3262-8456  Fax. 03-3262-8442
E-mail. visit@beautyworldjapan.com

Organiser / enquiry

Messe Frankfurt Japan Ltd.
Shosankan 7F 1-3-2 Iidabashi Chiyoda-ku
Tokyo 102-0072, Japan
Tel. +81-3-3262-8456  Fax. +81-3-3262-8442
E-mail. visit@beautyworldjapan.com

2019年2月4日（月） － 5日（火）
福岡国際センター
10:00 － 18:00（最終日は17:00まで）

4 － 5 February 2019
Fukuoka Kokusai Center
10:00 － 18:00（Last day until 17:00）
商談を目的とした商業見本市のため、16歳未満の方および業界関係者以外の
ご入場は固くお断りしております。お子様を連れてのご入場もお断りしております。 

www.beautyworldjapan.com

ビューティーワールド ジャパン 福岡
オフィシャルフェアガイド
Official fair guide

Promotion tools　主催者オススメのプロモーションツール
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お申込み・お問合せ
メッセフランクフルト ジャパン（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
©メッセフランクフルト ジャパン（株）　本パンフレット掲載内容の無断複写、転載を禁じます。

ビューティーワールド ジャパン 福岡
出展のご案内

2019年2月4日（月）–5日（火）
福岡国際センター
www.beautyworldjapan.com


