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11.20（TUE）～22（THU）
東京ビッグサイト東7ホール

出展のご案内 出展申込書在中



カーテン、ブラインド、スクリーン、カーテンレール、付属品、
繊維素材、各種資材

ウィンドートリートメント

縫製機械、施工機械、工具、インテリア関連ソフト、プリン
ター、接着剤、リペア、クリーニング、デジタルプリント技術

テクノロジー／デジタルプリント

カーペット、手織絨毯、ラグ・マット、フローリング、コルクタ
イル、プラスチック系床材、畳、繊維素材

フロアカバリング

布製品、和紙製品、木製品、漆器

日本の伝統

壁紙、和紙、塗り壁、ペイント、タイル、襖紙、障子紙

ウォールカバリング

報道、出版、情報

インテリアパブリッシャー

テキスタイル図案、住宅関連の設備、
インテリア家電、装飾品、サービスなど

その他

インテリア小物、クッション、タペストリー、テーブルウェア、
椅子張り地、タオル、寝装品、額縁、ピクチャーレール、
ファニチャー・家具、インテリア照明

ホームファッション

早割申込期限
※出展申込書に必要事項を
　ご記入の上、郵送願います。

6月22日（金）
出展申込期限
※出展申込書に必要事項を
　ご記入の上、郵送願います。
※期限前でも予定ブース数
　に達した場合は締切らせて
　いただきます。

7月20日（金）
出展料金のお支払期限
※出展申込書に基づき、事務局よ
　り請求書をお送りしますので、指
　定口座にお振り込みください。　
　（振込手数料は貴社にてご負担
　願います）

8月24日（金）
出展者説明会
※各種書類の配布、ブース位
　置の発表を行います。

8月下旬予定 11月
18日（日）
19日（月）搬入日 8:00～18:00
20日（火）
22日（木）

会期初日、合同レセプション
会期最終日
搬出日（即日撤去）17:00～22:00

第40回 ジャパンホームショー
第13回 ふるさと建材・家具見本市
第3回 トイレ・バス・キッチン空間・設備フェア
第2回 団地・マンションリノベーション総合展
第2回 景観・ランドスケープ総合展
アジア・ファニシングフェア 2018東京
S-design ／店舗・商業空間デザイン展 2018
ビルメンヒューマンフェア＆クリーンEXPO 2018
トイレ産業展 2018
HOSPEX Japan 2018
アグロイノベーション ２０１８

合同開催

JAPANTEX2018 開催概要

出展対象（インテリア関連の出展を広く募集）

出展までのスケジュール（予定）

一般社団法人日本インテリアファブリックス協会
〒105-0013  東京都港区浜松町2丁目3番23号 フクダビル6F
TEL:03-3433-4521 FAX:03-3433-7860
http://www.nif .or . jp

一般社団法人日本能率協会
〒105-8522  東京都港区芝公園3-1-22
http://www.jma.or . jp

主　催

10：00～17：00開催時間

300社（予定）　［2017年実績 327社］出展者数

東京ビッグサイト（東京国際展示場）東展示ホール7
〒135-0063 東京都江東区有明3-10-1  
http://www.bigsight. jp

会　場

経済産業省、日本貿易振興機構（ジェトロ）、
日本国際貿易促進協会、出展国大使館（順不同、申請予定）

後　援

2018年（平成30年）11月20日（火）～22日（木） 3日間会　期

関連団体に申請予定協　賛

650ブース（予定）　［2017年実績 650ブース］展示予定規模

70,000名（建築＋インテリアWEEK・合同開催全体）来場予定者

名　称



1ブース=4㎡（2ｍ×2ｍ）
186,000円（税抜） 204,000円（税抜）早割 通常

■コーナーブース
■三面開放
　（4ブースのみ）

壁面システムパネル

パンチカーペット
1980 1980

2400

300
ブース
番号板

蛍光灯 FL40W 2灯
社名サインボード
パラペット

お問い合せ先

2ブース=18㎡（3ｍ×6ｍ）
811,000円（税抜） 891,000円（税抜）早割 通常

3ブース=27㎡（3ｍ×9ｍ）
1,201,000円（税抜） 1,321,000円（税抜）早割 通常

4ブース=36㎡（3ｍ×12ｍ）
　　 1,589,000円（税抜） 　　1,749,000円（税抜）早割 通常

蛍光灯 FL40W 2灯

パラペット
社名サインボード 壁面システムパネル

インフォメーションカウンター

パンチカーペット
2970

2700

300

2970

ブース番号板

黒ポール

2ブース（例）

パラペット

蛍光灯 FL40W 4灯
社名サインボード 壁面システムパネル

インフォメーションカウンター

パンチカーペット

2700

5940

2970

300

ブース番号板

黒ポール

出展料金支払方法：出展申込書に基づき、事務局より請求書を送りますので、指定口座までお振り込みください。また、振込手数料は貴社・貴団体にてご負担ください。

2018年6月22日（金）必着早割申込期限 2018年7月20日（金）通常申込期限

〒105-0013 東京都港区浜松町 2-3-23 フクダビル6F
TEL：03-3433-4521　FAX：03-3433-7860
e-mail：nif2018@nif.or.jp　http://www.japantex.jp/

●6ブース以上の場合
隣接ブースがない場合はシステムパネル及びブース番号板は建てません。（スペース渡し）

黒ポール

2700

芯々2970

芯々2970

ブース番号板

開閉器

※床面カーペット無

必ずカーペットなどで床を仕上げてください。注 意

・後壁、側壁（システムパネル仕様、白ビニル仕上げ）
※隣接ブースがない場合は壁パネルはつきません。
・電気工事（100Ｖ/300Ｗまでの一次幹線工事）
・ブース番号板

付帯設備

▶出展料に含まれるもの（1ブース～5ブース）

フリータイプ付帯設備にプラスされるもの
･パラペット（黒）一式　･インフォーメーションカウンター１台
･パイプイス１脚　･貴名受１個　･社名サインボード１枚
･パンチカーペット一式　･蛍光灯（40W）2灯×ブース数

付帯設備

▶出展料に含まれるもの
  （フリータイプブースの付帯設備にプラス）

1ブース=9㎡（3ｍ×3ｍ）
350,000円（税抜） 390,000円（税抜）早割 通常

1ブース=9㎡（3ｍ×3ｍ）
419,000円（税抜） 459,000円（税抜）早割 通常

装飾・レンタル備品の相談も受け付けています。

◆三面開放料金（4ブースでの出展者対象）
　60,000円（税抜） 

◆コーナーブース保障料金（1ブースでの出展者対象）
　50,000円（税抜）角のブース位置を約束。 

◆高さ制限
ブース数 高さ

1ブース～5ブース 2,700mm

6ブース以上 4,500mm
（隣接ブースより1mセットバック）

コンパクトブース 2,400mm

・後壁、側壁
（システムパネル仕様、白ビニル仕上げ）
・電気工事
（100Ｖ/300Ｗまでの一次幹線工事）
・ブース番号板　
・パラペット（黒）一式　
・社名サインボード1枚　
・蛍光灯（40Ｗ）1灯
・パンチカーペット一式

付帯設備

▶出展料に含まれるもの

※1社1ブース限定（先着14ブース）

各種出展料 ※価格に消費税は含まれておりません。※システム什器（アルミポール）は黒塗装です。

フリータイプブース

コンパクトブース オプション・その他

パッケージタイプブース（1～4ブースまで）



JAPANTEXならではの多彩な主催者企画
開催テーマに関連したセミナーやトレンド発信、ビジネスに役立つイベントを多数企画しております。

日本最大級の
国際インテリア見本市です。

は、

◆インテリアトーク
セッション＆セミナー
業界トップクリエーターのトーク
セッションとビジネスに役立つセミ
ナーを多数企画。

デジタルプリントの機器メーカー
やサイン・ディスプレイ関連の企
業が集まり、最新技術を紹介。

◆デジタルプリントエリア

◆｢和｣の素材、
「和」のインテリアたち
「和」の伝統的な色・柄・デザイン
をモチーフとした、カーテン、壁紙、
カーペット、畳や襖、経師や建具
などを展示。

◆Windows Paradise
窓装飾を究めた窓装飾プランナーと広くインテリアに精通したインテリアコー
ディネーターのダブルライセンス保持者がそれぞれ個性を発揮して、ゾーンテー
マに沿ってストーリー構成するでウィンドウズ・パラダイス「窓楽園」を展開。
＜共催＞インテリア産業協会（JIIA）

2018年度 合同開催会場構成図（案）

りんかい線
国際展示場駅

ゆりかもめ
国際展示場正門駅

相互入場相互入場
可能！可能！
相互入場
可能！

相互入場相互入場
可能！可能！
相互入場
可能！

東8ホール

西1・2ホール

東展示棟

西展示棟
西3・4ホール

東7ホール

JAPANTEX2017 実施企画事例（一部）

◆合同レセプション　◆プレゼンテーションタイム（ステージ企画） 
◆プレゼンツールエリア（3Dパース・VR・AR等）　◆ビジネスパートナーシップ（出展者ビジネスマッチング）

東1・2・3ホール

東4・5・6ホール



「ビジネスパートナーシップ」「プレゼンテーションタイム」
など新規顧客獲得、ビジネス拡大、商品PRに活用い
ただける数々の主催者企画によりビジネスユーザーの
来場者も多く出展者は高い満足度を示しています。

Japan Home & Building Showとの合同開催により、新たな来場者層を取り込めます。
インテリア業界から建築業界の幅広いビジネスネットワークの構築にも寄与します。

▶JAPANTEX2018に出展されますか？

大変よかった15.1％

普通
35.8％

よくなかった
8.5％

よかった
40.6％

▶今回の出展の効果はいかがでしたか？

インテリア、住宅・建築業界のプロ
41,000人以上と出会えるチャンス！
建築士、インテリアコーディネーター、インテリアプランナーや窓装飾プランナーなどの有資格者が多数来場。
インテリアトレンドの発信と快適住空間の提案からインテリアの今を実感していただきます。
新製品の紹介をはじめ業界のトップクリエーターのトークセッションとビジネスに役立つセミナーを多数企画し来場促進をはかります。

出展を検討 62.7％

出展する出展しない10.8％

▶今後の取引にどのような効果？

約90%の出展者が
出展効果に満足しています！

約90%の出展者が
次回も出展を検討しています！

受注の増加・
ネットワーク構築にも

寄与します！

詳しくは前回終了報告書または、http://japantex.jp をご覧ください。

J A PANT EXご出展のメリット

出展メリット
その１

ビジネス拡大と
商品PRに！

出展メリット
その2 新たなネットワーク構築・受注増のチャンス！出展メリット

その3

26.5％

前回来場登録者数 41,576名
※本展の来場者数は登録１回につき１カウントです。複数日・複数回お越しの場合でも１カウントとしています。

（2017年度実績 合同開催 Japan Home & Building Show 2017、S-design 店舗・商業空間デザイン展 2017、
アジアファニシニングフェア2017、トイレ産業展2017、ビルメンヒューマンフェア＆クリーンEXPO2017を含む）

受注の増加 42件

マーケット
へのPR 33件

11件わからない

その他 1件

期待できない 1件

新たな
ネットワーク 45件

▶JAPANTEX2017 業種別来場登録者詳細

建築設計事務所 3.2%

総合建設・ゼネコン 0.9%

不動産会社／デベロッパー／
商業施設／管理会社 2.3%

内装工事／表装・畳店／
縫製／リフォーム業 12.8%

商社／卸売業 14.4%

イベント業／広告業 2.6%

施主・一般／学生／その他 13.7%
官公庁・自治体・団体 1.4%
IT 0.7%
メンテナンス／クリーニング 0.5%

インテリア関連メーカー／
その他メーカー 23%

百貨店／量販店／
インテリア専門店／
ホームセンター／通信販売／
その他小売店 10.1%

ホテル・旅館／外食／
学校・幼稚園・保育園／
病院・福祉・介護 1.2%

工務店／ハウスメーカー 6.3%

デザイン会社・デザイン事務所 7.5%

▶来場目的（複数回答可）

65件イベント・企画に興味があったため

38件講演を聴講するため

98件教育・研修・視察の一環として

41件製品を購入（検討）するため

57件製品購入のための資料収集

6件その他

4件次回の出展を検討するため

200件
新製品を探すため

59件新しい提携先・取引先を探すため

91件関連業界・製品の動向を知るため

37件取引のある出展者との交流のため

4件お客様をお連れするため



Ian Sanderson（JAPAN DECOON）
飯田 純久（ＴＤＡデジタルプリント展）
イオニア（JAPAN DECOON）
ISAMU TOKISONO（アカリ・イマージュ）
石井三太夫表具店（東京表具経師内装文化協会）
石岡良治（ＴＤＡデジタルプリント展）
石塚利郎（東京表具経師内装文化協会）
稲崎昌仁（東京表具経師内装文化協会）
井上加奈子（ＴＤＡデジタルプリント展）
猪股 寛（アカリ・イマージュ）
イマイ（JAPAN DECOON）
インターフォルム
インテリア産業協会
インテリア情報企画
インテリア文化研究所

い

ヴィオレッタ
内田幸三（東京表具経師内装文化協会）
浦 佐和子（ＴＤＡデジタルプリント展）

う

英国羊毛公社 日本支部（日本カーペット工業組合）
AYM Syntex
エーゾーン
Ale Mocole（暮らしぼっこ）
エスケー化研
HMS TEKSTIL SAN. VE TIC.A.S
F&H ファーハディアン社
エプソン販売
elit
エリモ工業
エルックス（アカリ・イマージュ）

え

大阪芸術大学（ＮＩＦ・YOUNGTEXTILE）
大阪市立工芸高等学校（全イ研）
オーデリック（アカリ・イマージュ）
オーノ
オカノ
岡山県立大学（ＮＩＦ・YOUNGTEXTILE）
岡 里恵子（ＴＤＡデジタルプリント展）
OCH（JAPAN DECOON）
ORION ENTERPRISE
オルク（東京表具経師内装文化協会）

お

カーボーイ
香川県立高松工芸高等学校（全イ研）
かざぜん
CASADECO（JAPAN DECOON）
CASAMANCE（JAPAN DECOON）
加地織物
柏原 陽子（ＴＤＡデジタルプリント展）
GASTON Y DANIELA（JAPAN DECOON）
GADGETIQUE JAPON（モデレート・ラボラトリー）
金沢美術工芸大学（ＮＩＦ・YOUNGTEXTILE）
金装
「KANEMITSU」博多装工
川島織物セルコン（暮らしぼっこ）
川島織物セルコン（Windows Paradise）
川島織物セルコン（日本カーペット工業組合）

か

木下桃子（ＴＤＡデジタルプリント展）
木村さちこ（Windows Paradise）
ギャラックス貿易（JAPAN DECOON）
キューセント（JAPAN DECOON）
KYOGO
京都精華大学（ＮＩＦ・YOUNGTEXTILE）

き

京都市立芸術大学（ＮＩＦ・YOUNGTEXTILE）
京都造形芸術大学（ＮＩＦ・YOUNGTEXTILE）
極東産機
旭興
KIRAYTEKS TECHNICAL TEXTILES
キロニー（Windows Paradise）

き

熊本県立熊本工業高等学校（全イ研）
クラーク ＆ クラーク
クラシカ（Windows Paradise）
暮らしぼっこ（暮らしぼっこ）
グランド印刷（JAPAN DECOON）
グランビル
クリエイティブテクノロジー/ataraina（アタライナ）
桑デザインスタジオ

く

ケイテック
KETS Exclusive Home Textiles
江蘇博覽家紡（中芸新国際展覧）

け

指物益田（「和」の素材、「和」のインテリア）
サタケ
ＺＡＫ（暮らしぼっこ）
サンアイカーペット
サンゲツ（暮らしぼっこ）
サンゲツ（Windows Paradise）
サンケミカル（日本カーペット工業組合）
サンローズ テックスビジョンミカワ開催委員会

さ

JBS（JAPAN DECOON）
静岡県立科学技術高等学校（全イ研）
システムグラフィ
シバタ照明・ルシード
GYPSY JAPAN（暮らしぼっこ）
シミズダニヤスノブ（ＴＤＡデジタルプリント展）
JAPAN DECOON
JAB（JAPAN DECOON）
上海鋭文貿易
上海美本紡織品
絨毯ギャラリー
女子美術大学（ＮＩＦ・YOUNGTEXTILE）
シリウス
進弘産業（JAPAN DECOON）
シンコールインテリア（暮らしぼっこ）
シンコールインテリア（Windows Paradise）
シンコールインテリア

し

杉浦克之（ＴＤＡデジタルプリント展）
杉本建設（アカリ・イマージュ）
スズキマシン リエンジニアリング
鈴木幸生（Windows Paradise）
スタジオハレム
studioart（JAPAN DECOON）
住江織物
住江織物（暮らしぼっこ）
住江織物（Windows Paradise）
住江織物（日本カーペット工業組合）
スミヨシ（日本カーペット工業組合）

す

神戸芸術工科大学（ＮＩＦ・YOUNGTEXTILE）
小曽根畳店（「和」の素材、「和」のインテリア）
五洋インテックス（Windows Paradise）
コルティナ（JAPAN DECOON）
近藤正嗣（ＴＤＡデジタルプリント展）

こ

浙江富米麗家紡股份（中芸新国際展覧）
浙江龍冉紡織（中芸新国際展覧）
浙江萬翔寢具製品（中芸新国際展覧）
セルカム
ゼンアート
繊研新聞社
全国高等学校インテリア科教育研究会
全国和裁技能士会（「和」の素材、「和」のインテリア）

せ

総合報道
SOU DESIGN（アカリ・イマージュ）
ソノベデザインオフィス（アカリ・イマージュ）

そ

大成コーポレーション
ダイセン
タカギ/Royal Gardener's Club
高橋直樹（東京表具経師内装文化協会）
竹内優美（ＴＤＡデジタルプリント展）
田島ルーフィング（日本カーペット工業組合）
立川ブラインド工業
田中正武（東京表具経師内装文化協会）
田中製簾所（「和」の素材、「和」のインテリア）
ＷＴＰ
多摩美術大学（ＮＩＦ・YOUNGTEXTILE）

た

チェルシーインターナショナル（JAPAN DECOON）
千葉県立市川工業高等学校（全イ研）

ち

CHIVASSO（JAPAN DECOON）
ZIMMER+ROHDE（JAPAN DECOON）
Changzhou Lingda special Fibre Co.,Ltd.
中愛（アカリ・イマージュ）
中芸新国際展覧（北京）
CHOP!!（JAPAN DECOON）
青島斯迪威爾運動用品
青島保利抽紗紡織品
青島紡聯集団進出口
青島玉泰家居用品
青島優木優品国際貿易

ち

堤 有希（ＴＤＡデジタルプリント展）
椿建築デザイン研究所（「和」の素材、「和」のインテリア）
TUNCA TEKNIK MAKINA SAN.VE TICARET A.S.

つ

テシード（JAPAN DECOON）て

東亜コルク
東京オーダーカーテン（Windows Paradise）
東京藝術大学（ＮＩＦ・YOUNGTEXTILE）
東京造形大学（ＮＩＦ・YOUNGTEXTILE）
東京デザインパーティー（アカリ・イマージュ）
東京都立工芸高等学校（全イ研）
東京表具経師内装文化協会
東京表具経師内装文化協会（「和」の素材、「和」のインテリア）
東北芸術工科大学（ＮＩＦ・YOUNGTEXTILE）
東リ（暮らしぼっこ）
東リ
東リ（Windows Paradise）
東リ（日本カーペット工業組合）
東リ（アカリ・イマージュ）
東レウルトラスエード事業部
東レ・アムテックス（日本カーペット工業組合）
トーア紡マテリアル（日本カーペット工業組合）
トーソー（Windows Paradise）
トーソー
トミタ（Windows Paradise）
冨田恵子（Windows Paradise）
トモデコール（JAPAN DECOON）
友安製作所
トヨテック

と

西武
ニチエ
ニチベイ
日照宇鴻紡績
日本ＨＰ
日本カーペット工業組合
日本建設インテリア事業協同組合連合会
日本敷物製造（日本カーペット工業組合）
日本室内装飾事業協同組合連合会
日本絨氈（日本カーペット工業組合）
日本省力機械
日本省力機械（日本カーペット工業組合）
日本テキスタイルデザイン協会
日本テキスタイルデザイン協会

に

BAISHIGAO ARTS &CRAFTS（CHINA） CO.LTD.
HAS BROTHERS
長谷虎紡績（日本カーペット工業組合）
Patternsfrom Agency
馬場次美デザイン室（アカリ・イマージュ）
林物産（Windows Paradise）
張正（ 暮らしぼっこ）
パルック
春原表具店（東京表具経師内装文化協会）
杭州維美家用紡織品（中芸新国際展覧）

は

ファインアート
HUANGANG PLASTICS CO.,LTD
Feel Lab（アカリ・イマージュ）
フェデポリマーブル（Windows Paradise）
フォトビション・ジャパン
福井コンピュータドットコム
福岡市立博多工業高等学校（全イ研）
福山みき（ＴＤＡデジタルプリント展）
藤井制作室
フジエテキスタイル（暮らしぼっこ）
フジエテキスタイル（Windows Paradise）
フジエテキスタイル
FUJITA DESIGN Lab（アカリ・イマージュ）
フジホーム（暮らしぼっこ）
湖州沃豐紡織品（中芸新国際展覧）
フレイムス（アカリ・イマージュ）
古牧表具インテリア店（東京表具経師内装文化協会）
Brochier（JAPAN DECOON）
プロモート・S

ふ

bp international tokyo（JAPAN DECOON）
久松誠一（東京表具経師内装文化協会）
VISIT（JAPAN DECOON）
ヒダマリデザイン設計室（アカリ・イマージュ）
氷室友里（ＴＤＡデジタルプリント展）
ピヨ
日吉 啓（Windows Paradise）
日吉屋（アカリ・イマージュ）
比楽紡績（日本カーペット工業組合）

ひ

ベルク
BERTEKS TEKSTIL

へ

MY M・Y Total design office（暮らしぼっこ）
マイスタジオ
マイロード（暮らしぼっこ）
増井 岳（ＴＤＡデジタルプリント展）
松田 唯（ＴＤＡデジタルプリント展）
松永 武（ＴＤＡデジタルプリント展）
マナトレーディング（Windows Paradise）
marimekko（JAPAN DECOON）
丸高工業

ま

モデレート・ラボラトリー
守田漆器（アカリ・イマージュ）

も

メイワインターナショナル
メガソフト

め

安原ちひろ（ＴＤＡデジタルプリント展）
山田照明
ヤマトボウ（日本カーペット工業組合）
山本産業（日本カーペット工業組合）
ヤヨイ化学工業
ヤヨイ化学販売

や

ヨコセ
横浜美術大学（ＮＩＦ・YOUNGTEXTILE）
吉井隆祐（ＴＤＡデジタルプリント展）
吉川信也（Windows Paradise）
吉田房織物（日本カーペット工業組合）
吉積晶子（Windows Paradise）
吉本悠美（ＴＤＡデジタルプリント展）
米澤物産

よ

ライティング創（アカリ・イマージュ）
ライフサーブ

ら

Lea Lea Enterprise Co., Ltd.
RIOMA（JAPAN DECOON）
LINAS（JAPAN DECOON）
LI PENG ENTERPRISE CO.,LTD
リミア
リリカラ（Windows Paradise）
リンテックサインシステム

り

Lucenthome（JAPAN DECOON）
ルート（アカリ・イマージュ）
ルドファン
ルノン

る

Royal Gardener's Clubろ

ykaori（暮らしぼっこ）
ＹＫＫ ＡＰ
渡辺表具店（東京表具経師内装文化協会）
1.MAP

わ

三重県立伊賀白鳳高等学校（全イ研）
水野智章（ＴＤＡデジタルプリント展）
南三陸ミシン工房（暮らしぼっこ）
みはし（Windows Paradise）
ミマキエンジニアリング
ミモト
宮城県工業高等学校（全イ研）
MIRAC HALI

み

武笠敦史（東京表具経師内装文化協会）
武蔵野美術大学（ＮＩＦ・YOUNGTEXTILE）
村上敷物（日本カーペット工業組合）

む

堀田カーペット株式会社（日本カーペット工業組合）
香港貿易発展局

ほ

ノーマンジャパン
Nordisk Lys（アカリ・イマージュ）
のるぶりんか

の

長岡造形大学（ＮＩＦ・YOUNGTEXTILE）
長崎県立長崎工業高等学校（全イ研）
中島 淳子（Windows Paradise）
長根 寛（アカリ・イマージュ）
ナショナル物産（Windows Paradise）
ナショナル物産（JAPAN DECOON）
ナミキデザイン（アカリ・イマージュ）
南京斯卡蘭德經貿實業（中芸新国際展覧）

な

J A PANT EX2 0 1 7  出展者（50音順）

アート・ケイ（Windows Paradise）
R2DESIGN（アカリ・イマージュ）
ardecora（JAPAN DECOON）
IICRC Japan 日本カーペットクリーナーズア
カデミー（日本カーペット工業組合）
AYDIN ORME Sanayi ve Ticaret A.S.
Eijffinger（JAPAN DECOON）
ILIV（JAPAN DECOON）
赤羽 美和（ＴＤＡデジタルプリント展）
アカリ・イマージュ
AKTUL TEKS. SAN. TIC. AS.
アシスト
アスワン（Windows Paradise）
ataraina（アタライナ）
ADO（JAPAN DECOON）
atmosmith（アカリ・イマージュ）
Anonimo Design（JAPAN DECOON）
Amagasaka Salon（暮らしぼっこ）
廈門康信家用紡織品（中芸新国際展覧）
安心計画
ANDREW MARTIN（JAPAN DECOON）
Antonio Ferre
アンノデザインオフィス（アカリ・イマージュ）

あ
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