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『暮らしが変わる、インテリアの力』をテーマに、
３年振りに開催した日本最大級の国際インテリア見本市
インテリアトレンドショー「ＪＡＰＡＮＴＥＸ２０２２」は、
連日多くの賑わいを魅せました。

開催結果

会場面積 7,345㎡
（建築＋インテリアWEEK  33,035㎡）

出展者数

会場面積

国内外合計　173社／団体 　（内訳 : 国内 164社／団体、海外 9社／団体）
海外内訳 : 中国 4、イラン 1、インド 1、韓国 1、台湾 1、ポルトガル 1    海外 6カ国・地域
（建築＋インテリアWEEK出展者数 500社／団体）

417ブース
（建築＋インテリアWEEK  1128ブース）

2,728名
（3,641 名） 6,773名

6,324名

6,917名

20,014名

11,922名

12,222名

13,611名

37,755名

（内）76名

（内）36名

（内）37名

（内）149名

2,506名
（2,861 名）

2,545名
（2,621 名）

総出展
小間数

※1 建築＋インテリアWEEK とは JAPANTEX、Japan Home & Building Show、アジア・ファニシング・フェアを指します。
※2 同時開催展とは、建築＋インテリアWEEK、ビルメンヒューマンフェア＆クリーン EXPO、HOSPEX Japan を指します。

JAPANTEX、Japan Home & Building Show、アジア・ファニシング・フェア、
ビルメンヒューマンフェア＆クリーン EXPO、HOSPEX Japan を含む

■合同開催展示会登録来場者数　（　）内は前回来場登録者数

■JAPANTEX 2022 職業別来場登録者詳細

月日（曜日）

10/26（水） 晴れ

晴れ

晴れ

10/27（木）

10/28（金）

合　　計

天　気 ＪＡＰＡＮＴＥＸ
来場登録者数

建築＋
インテリアWEEK ※1

同時開催展 ※2
合計 報道関係

7,779名
（9,123 名）

565名

357名
511名

151名

1,129名

864名

工務店
業　種 登録者数

ハウスメーカー
ゼネコン・建設会社
建築・設計事務所

デザイン会社・デザイン事務所
不動産会社
デベロッパー
商社・卸売業
内装工事
表装・畳店
縫　製
リフォーム

764名

65名

22名
90名

百貨店
業　種 登録者数

量販店
インテリア専門店
ホームセンター
通販販売・EC
その他小売店
ホテル・旅館

オフィス・商業・公共施設
学校・幼稚園・保育園
病院・福祉・介護
管理会社・管理組合
官公庁・自治体・団体

Japan Home & Building Show

アジア・ファニシング・フェア

ビルメンヒューマンフェア＆クリーン EXPO

HOSPEX Japan

160名

1,973名

1,061名

67名

12,235名

17,741名

7,779名

通信・IT
業　種 登録者数

イベント業
広告業

メンテナンス
クリーニング

インテリア関係メーカー
その他メーカー

施主
一般
学生
その他
プレス

JAPANTEX合計

37,755名総 合 計

総来場者数  37,775名
総出展者数          809社╱団体
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17.2％

58.6％

17.2％

7.0％

■たいへんよかった
■よかった
■普通
■よくなかった

13.3％7.4％

79.3％

■出展する
■検討中
■出展しない

4.取得資格のある来場者

3.地域別来場者

東京都
関東（東京以外）
中部
近畿
九州
中四国
東北
北海道
海外

52.2
25.6
8.0
7.5
1.9
1.8
1.1
1.1
0.8

62.1％
55.2％
55.2％

48.3％
24.1％

17.2％
3.4％
3.4％

1.ご出展の目的についてお伺いします。（複数回答可）

新製品のPR
新規バイヤーの開拓

企業PR・イメージアップ
既存取引の拡大

マーケットリサーチ
消費者への宣伝
新規代理店の募集
商品価値観の訴求

4.ご出展の効果はいかがでしたか？

41.4％
34.5％

31.0％
24.1％

20.7％
17.2％

13.8％

インテリアトークセッション&セミナー
ジェイシフ全国技能競技大会

Windows Paradise 2022/JIIA+NIF
NIF・YOUNG TEXTILE 2022

最新ファブリックトレンド
第19回インテリアデザインコンペ

デジタルプリントインテリア・フォーラム

2. 今回の企画でよかったものをお選びください。（複数回答可）

69.0％
62.1％
62.1％

41.4％
34.5％
34.5％

31.0％
20.7％

10.3％

設計士・建築家
ハウジング・工務店

窓装飾プランナー・IC
インテリア専門店

異業種関係
バイヤー
施主・法人

百貨店・量販店
一般・学生

3. 今後どのような分野の来場者を希望しますか。（複数回答可）

77.0％
55.6％

44.4％
44.4％

33.3％
22.2％
22.2％

11.1％
11.1％

関連業界・製品の動向を探る
セミナーの視聴
新製品を探すため

イベント・企画に興味がある
新しい提携先・取引先を探すため

教育・研修・視察
取引出展者との交流
製品購入のため

お客様をお連れするため

1.ご来場の目的についてお伺いします。（複数回答可）

55.6％
33.3％
33.3％
33.3％

22.2％
22.2％
22.2％

インテリアトークセッション&セミナー
ジェイシフ全国技能競技大会

最新ファブリックトレンド
Windows Paradise 2022/JIIA+NIF

第19回インテリアデザインコンペ
NIF・YOUNG TEXTILE 2022

デジタルプリントインテリア・フォーラム

2. 今回の企画でよかったものをお選びください。（複数回答可）

5.2023年11月15日～17日に開催予定の
　 「JAPANTEX2023」に出展されますか？

2 来場者・出展者の声（来場者・出展者アンケート）

■出展者の声

■来場者の声 ■来場者の内訳

2 来場者・出展者の声（来場者・出展者アンケート）
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インテリアコーディネーター
建築士
窓装飾プランナー
インテリアプランナー
その他資格

958
549
363
85
471

業    　種 人  数

地　　域 %
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会場ならではの盛り上がりをみせたセミナーや企画展示。
ビジネスに役立つノウハウに注目が集まりました。

開催レポート

■開会式
開会式は10月26日(水)9時より高円宮妃久子殿下、中谷真一経済産業副大臣をお迎えして行われました。

■ INTERIOR TREND SQUARE
３つの展示ゾーンとカフェを設け、ゆっくりと展示を見ていただきながら、インテリアについて語り合う場所
となりました。

永嶋NIF会長 中村JMA会長 花田実行委員長 中谷経済産業副大臣 高円宮妃久子殿下

木村さちこ ガーデンファニチャー協会
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一般社団法人日本インテリア協会・永嶋元博会長の開会挨拶に始まり、一般社
団法人日本能率協会・中村正己会長の挨拶、花田正孝JAPANTEX実行委員長
の開催要旨説明、中谷真一経済産業副大臣のご祝辞、高円宮妃久子殿下よりお
言葉を賜りました。
引き続いて高円宮妃久子殿下のテープカットにより3日間の開催がスタート
しました。

高円宮妃久子殿下が開会式終了後会場内をご視察されました



■Windows Paradise 2022 ／インテリア産業協会（JIIA）+  日本インテリア協会（NIF）

■最新ファブリックストレンド

展示テーマは「Enjoy Window Life」～窓装飾をめぐる新たな楽しみ方～。インテリアコーディネーターと窓装飾
プランナーのダブル資格者３人が今年はプラチナ世代の次の生き方や趣味を活かしたインテリアを具現化しまし
た。一般生活者やプロにも見ていただき、アイデアやノウハウの詰まったエリアとなりました。

日本国内のファブリックメーカーの新作が一堂に会した注目の展示エリアとなりました。個性豊かなカーテンなど
最新のデザインが集結しました。

長屋裕邦 迫間美香 大嶽恵美

「Enjoy Window Life」　～窓装飾をめぐる新たな楽しみ方～

株式会社川島織物セルコン

有限会社ホームデコア

メサテックスジャパン株式会社

株式会社コルティナ 株式会社テシード

FABRISTANORDISKA　TYGER

株式会社イオニア

INTERIOR TREND SQUARE エリア内イベント 商品施工説明

リリカラ株式会社　
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Windows　Story～窓から始まる物語～ NEW NORMAL LIFE



■最優秀賞:【会社が変わる、インテリアの力】高橋慶多、吉田拓也（合同会社 4-bit）
　・優秀賞「マンションコミュニティが変わる、インテリアの力」濱野 珠奈（新潟工科専門学校）
　・優秀賞「移動が変わる、インテリアの力」清水栞、鶴田 恵子、中嶌 有那、山本 蛍（椙山女学園大学 b-2）
　・以下奨励賞8作品、入選37作品は10月26日～28日JAPANTEX2022にて展示されました。

全国技能競技大会やデザインコンペなど多彩なイベントを開催。
インテリアの将来を担う若手が躍動しました。

JAPANTEX 2022を彩った数々の企画

床材仕上げ・壁装材仕上げのプロ技能士が日頃の技能を競う技能大会をJAPANTEX会場内で初開催。最終日には施
工のデモンストレーションを解説しながら実施、またインテリアの専門学校生の研修も行われました。

ジェイシフ全国技能競技大会・第 33回ジェイシフ関東技能競技大会1

今年のテーマは「〇〇が変わる、インテリアの力」。参加者自身が考える “○○” を設定してもらい、インテリア
の力で “今” を変えていける新しい発想の空間を募集しました。ファブリックスやインテリア素材を使用し、インテ
リアの可能性を自由な発想で表現した作品の中から受賞作品を展示。表彰式は26日に行われました。

第19回 インテリアデザインコンペ 2022＆表彰2

壁紙施工部門の競技光景　 施工デモンストレーション

表彰式
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NIF 会員・賛助会員ブース展示光景

テキスタイルデザイン教育を行う全国の
大学、大学院25校が参加し、卒業修了制
作や授業などで制作されたインテリアテ
キスタイルに展開できる優れた作品を展
示しました。

NIF・YOUNG TEXTILE 20223

インテリア業界においてもデジタルプリ
ント技術はデザイン制作、商品づくりに
も可能性を広げています。デジタルプリ
ント機器メーカーの最新技術を会場にて
展示しました。ステージでは最新情報の
セミナーと実演を行いました。

デジタルプリントエリア 「第２回 デジタルプリント インテリア・フォーラム」4

インテリアエッセンス　空間にあかりで
味付けを！空間にちょっと色気が欲しい
時があります。シンプルに仕上げた空間
ほど、光の効果で味のある仕上がりに
なります。そんな時に欲しい光の調味料
(照明器具)を展示しました。

アカリ・イマージュ 2022 Interior essence5

株式会社川島織物セルコン 住江織物株式会社シンコールインテリア株式会社株式会社サンゲツ

立川ブラインド工業株式会社 東リ株式会社 トーソー株式会社 株式会社ニチベイ

リリカラ株式会社 ルノン株式会社東亜コルク株式会社サンローズテックスビジョン
ミカワ開催委員会
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4
3日間で計12講座を開催。インターネットライブ中継など
会場内外から多くの方々に視聴いただきました。

インテリアセミナー &トークセッション レポート

インテリアセミナー&トークセッション風景

10月26日［水］

10月27日［木］

インテリアの力を広げよう！
ブランディングと発信で選ばれるICになる
インテリアコーディネーター
CHIC INTERIOR PLANNING 主宰 荒井 詩万

Windows Paradise 2022╱ ニューノーマル(非日常)　　　　　　　　　　　　　　な暮らし＆窓辺の装い
インテリアコーディネーター
ダルクデコ（株） 取締役 木村 さちこ 

<町田ひろ子アカデミー・セミナー>
コロナで変わる世界のインテリア
神経美学の新しい出会い　バイオフィリックデザイン

（株）町田ひろ子アカデミー 代表取締役 町田 ひろ子

２０３０年に向けた繊維産業の展望（繊維ビジョン）
繊維産業を取り巻く現状と課題、将来の展望について

経済産業省製造産業局生活製品課長 田上 博道

海外ブランドによる空間展示・トレンド情報の発信

<Interior Trend Square 2022＞

インテリアコーディネーター
（有）ジェイ・ファブリック 代表取締役 林 準也 

日本人の美意識が生み出した箔文化を現代に生かす
100年以上世界で愛される歴清社の金銀箔押し紙「金銀壁紙」
施工例などご紹介
（株）歴清社 代表取締役社長 久永 朋幸

<日本インテリアコーディネーター協会セミナー>
インテリアは生き方　変わる！？インテリアコーディネーター
（一社）日本インテリアコーディネーター協会 会長 北谷 明日香
（株）デコール東京　代表取締役 飯沼 朋子
ＲＡ－ＣＲＥＡ 一級建築士事務所 主宰 中西 八枝佳
モデレーター : 紙屋谷スタジオ 奥田 治美

北谷 明日香 飯沼 朋子 中西 八枝佳 奥田 治美

これからは個人のブランド力が必要。トー
タル提案力はもちろん、発信して仕事につ
なげていくビジネス目線も大切。選ばれる
強みをつくり、インテリアの力を広げてい
くにはどうするべきか。自身の取り組みを
語りました。

ライフスタイルに合わせて仕事の時間
と場所を選択する「ABW」という働き方
が注目され、異なる場所での個性的な暮
らし方を紹介しました。更に「窓から始
まる物語」様々なスタイルを語りました。

金箔や銀箔が持つ神仏的、豪華絢爛、派手
という一般的なイメージを180度覆す事
例を、海外を含む豊富な施工例画像を紹介
しながら解説しました。

モノや空間の提案にとどまらず、
インテリアを通して住まい手の
「生き方」をより豊かなものに変え
ていくことが求められるようにな
る中でのインテリアコーディネー
ターの今と未来について北谷会長
と経験豊かな会員が語りました。

スイスで出産、米国ボストンでの育児を経
て帰国した町田ひろ子の夢のひとつが、世
界で活躍する子供達を育てる事。コロナ禍
で、子供達を育てる環境が厳しい中、実現
できた「子ども園のインテリアとアート」
について語りました。

本年5月に公表した「2030年に向けた繊
維産業の展望（繊維ビジョン）」、「繊維技術
ロードマップ」の内容を中心に、繊維産業
を取り巻く現状と課題、将来の展望につい
て解説しました。

出展企業の一押しのブランドや新製品を
案内する他、海外ブランドにみるトレン
ドの方向性、ＳＤＧｓへの取り組みにつ
いて解説しました。またスクエア内のカ
フェスペースでの各種イベントについて
も紹介しました。
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■ JAPANTEX2022 取材プレスリスト ■会期中の取材

5 JAPANTEX2022 報道

10月28日［金］
<日本壁装協会セミナー>
壁紙の知識（防火・シックハウス・機能性）と
業界の取組み
壁紙で安全・快適な住環境をご提供します
(一社)日本壁装協会 専務理事 平田 航城

<ＩＤＭエシカルなインテリア研究会セミナー>
エシカルなインテリアのすすめ
インテリアファブリックスのリサイクル調査からみたサステイナブルへの取り組みとこれからの課題
(一社)日本フリーランスインテリア
　コーディネーター会長 江口 惠津子
(公社)日本インテリア
　デザイナー協会理事 冨田 恵子

<日本テキスタイルデザイン協会セミナー>
2022・最新ヨーロッパ・インテリアトレンド
世界が急に遠くなった今、インテリアテキスタルトレンドは
どの様に変化しているのか？
(一社)日本テキスタイルデザイン協会 代表理事 大場 麻美

<Ｒｏｏｍ Ｃｌｉｐセミナー>
ＳＮＳで話題の暮らしと住まいのトレンド最前線
家事の効率化で変わった住まい
ルームクリップ（株）　
RoomClip住文化研究所 主任研究員 水上 淳史 

<インテリアスタイリングプロ・セミナー>
心を充たすインテリア
～自然と共生する熱海のシニア施設と軽井沢の山の家～
Studio Ma代表 安藤 眞代
(有)デコラボ代表 佐々木 智美

「医療×インテリア」から考える空間価値の高め方
インテリア健康学「ＡＣＴＩＶＥ　ＣＡＲＥ®」とは
インテリアコーディネーター
（株）菜インテリアスタイリング 代表取締役社長
（一社）日本インテリア健康学協会 代表 尾田 恵

分野 主な掲載媒体
繊維ニュース、繊研新聞

室内装飾新聞、 日装連新聞、
インテリアビジネスニュース、
東京室内装飾新聞、 IDB、
JＣＭニュース、 JCIF関東ニュース、
JCIF(ジェイシフ)

家具新聞、 ホームリビングＡｍｂｉｅｎｔｅ、
ルームファニシング
LIVING-BIZ
ハウジング･トリビューン
サッシタイムス、 産繊新聞

LAURELNEWS、 金物情報ニュース、
イベントカレンダー、 見本市展示会通信、 総合報道、
CeV21

中部経済新聞

繊維関連

インテリア・内装関連

インテリア･家具関連

寝装関連
建設・ハウジング関連
建材・資材関連

その他

一般紙・誌

安藤 眞代

江口 惠津子 冨田 恵子

佐々木 智美

人生100年時代といわれる今、暮らしに
おいて「健康」は最も重要な課題。急速なテ
レワークの普及など、住まいにも大きな変
化が求められる中、インテリア提案にも異
なる視点が必要。片頭痛や睡眠ケアなど、
医療との融合から考えられる「インテリア
の可能性」について解説しました。

室内の多くを占める壁・天井の仕上げに使
用される壁紙は、防火性能、シックハウス
対策など安全性や様々な機能性で快適な
住環境を提供します。壁紙を選ぶ際のポイ
ントをわかりやすく説明する他、業界とし
ての取り組みを紹介しました。

ファッションや食品に比べ、エシカルか
どうかが見えにくいインテリアにおい
て、サステイナブルな社会に貢献する
インテリアとはなにか、消費者である
一般生活者は何を求めているのかを、エシカルという視点で探りました。

11月26日(水)に2017年より連続5回目（2020
年を除く）でＴＢＳラジオ（金曜たまむすび「とにか
く壁紙のはなし」提供：ヤヨイ化学）の取材が入り
ました。
パーソナリティ安東弘樹さんが今注目の壁紙に
ついて取材しました。

放送日程

●10月28日（金） NIF事務局、ギャラックス貿易
●11月 4日（金） サンゲツ、壁紙屋本舗
●11月11日（金） シンコールインテリア、テシード

コロナ禍、SDGsなど社会が大きく変わる
中、インテリアテキスタイルも例外なく変
革が求められている。それぞれの立場で出
来る事は何か？欧州展示会の実例を見な
がら日本のインテリアテキスタイルの差
別化について考察しました。

コロナ禍を経て生まれた新しいライフスタ
イルにより、暮らしが変わり、住まいへと反
映されていっています。ＲｏｏｍＣｌｉｐの500
万枚の実例データをもとに、特に変化の大
きい「家事」にフォーカスした注目のポイン
トについて紹介しました。

人生１００年時代、シニア世代はリタ
イヤ後の充実した生活プランを、現役
世代はリモート機能を駆使した２拠
点生活や地方移住など自由なライフ
スタイルを模索している。海と山とい
う正反対の自然環境を活かしてプラ
ンされた、シニア施設と別荘のインテリアデザインを紹介しました。
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名 称 協 賛

主 催

会 期

会 場

一般社団法人日本インテリア協会
〒105-0012  東京都港区芝大門2-1-17 朝川ビル2階  
TEL : 03-3433-4521    FAX : 03-3433-7860
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

2022年10月26日（水）～ 28日（金）
開催時間 : 10:00 ～ 17:00

東京ビッグサイト（東京国際展示場） 東３ホール  
〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1

来 賓

後 援

高円宮妃久子殿下、中谷真一経済産業副大臣

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、中華人民共和国大使館経済商務処
（順不同）

主催者
JT-A02

JT-C01

JT-G01

JT-M01

JT-S01

JT-X01

JT-A06

JT-C06

JT-M05

JT-S05

JT-T05

JT-U05

JT-S06

JT-K06

JT-S08

JT-T08

JT-C09JT-C10JT-C11

JT-E09JT-E11
JT-D12JT-D13

JT-E12JT-E13

JT-G11JT-G12JT-G14JT-G15

JT-H12

JT-K09

JT-J11JT-J14

JT-M14

JT-Q14

JT-X07JT-X13

JT-S11JT-S12

JT-V12

JT-T14

JT-U14JT-U15

JT-A14

JT-H17

JT-X16

JT-C12JT-C13

JT-K05

JT-S09

JT-U09

JT-V09

JT-U08

JT-U22

JT-S22

JT-R22

JT-P21

JT-U17

JT-S17

JT-N17JT-N18JT-N19

JT-G05JT-G08JT-G09

JT-V14

JT-H08

JT-S14JT-S15

JT-T15

住江織物株式会社

立川ブラインド工業
株式会社

白寿
株式会社

WTP

DOMOTEX

南通牧野織物
エスケー化研

株式会社

Qingdao QingQingFang Import 
                    & Export Co., Ltd

益子町
商工会

インテリア
セミナー&トークセッション／ステージ

ラセンス株式会社
CLARKE ＆ CLARKE

株式会社
北洋交易

有限会社インテリア情報企画
日本室内装飾事業協同組合連合会

株式会社
クレバー

NIF・
YOUNG TEXTILE

ギャラックス
貿易株式会社

杭州和通家庭用紡績品有限公司

有限会社テキスタイルカノウ
五洋インテックス株式会社

OXO
（オクソー）

インテリア
デザインコンペ

日本省力機械

ルノン
株式会社

トーソー株式会社

一般社団法人
東京表具経師内装文化協会

日本カーペット
工業組合

Kiyarn

きぬ川
畳店

サンローズ テックスビジョンミカワ 開催委員会

株式会社
三方舎

MURUI
（ムルイ）

もりさん

栄レース
株式会社株式会社

メイワインターナショナル

アカリ・イマージュ

ジェイシフ（JCIF） 全国技能競技大会会場
株式会社ニチベイ

株式会社
絨毯ギャラリー

LIBOLON

ユニオンデザイン合同会社
TELAS DESIGN藤井制作室

株式会社アーキスケッチジャパン
ユニチカ株式会社

ダイセン株式会社

フロイデンベルグ・スパンウェブ・ジャパン株式会社
株式会社モナーク・メディア（エンジェルディア）

桑デザイン
スタジオ

有限会社ファインアート

株式会社
イオニア

株式会社
川島織物セルコン

リリカラ株式会社

メサテックスジャパン
株式会社

有限会社
ホームデコア

株式会社
テシード

株式会社
コルティナ

NORDISKA 
TYGER

FABRISTA

日本建設インテリア事業
協同組合連合会（ジェイシフ）

東亜コルク
株式会社

嵯峨商事
株式会社

株式会社
ケイテック

シンコールインテリア
株式会社

日東紡績
株式会社

株式会社
米澤物産

株式会社
WIS

INTERIOR TREND SQUARE

東リ株式会社

Windows Paradise

JT-U19

株式会社
サムウォン ペトラ

JT-M08

JT-Q08JT-Q09

フィル╱壁紙屋本舗 KABEGA

カケンテストセンター

JT-A11

INTERIOR TREND SHOW

公益社団法人インテリア産業協会、公益社団法人全国ハウスクリーニング協会、公益社団法人
全国老人福祉施設協議会、日本編レース工業組合連合会、公益社団法人日本インテリアデザイナー
協会、一般社団法人日本インテリアプランナー協会、日本カーテンレール工業会、日本
カーペット工業組合、日本化学繊維協会、一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会、日本建設
インテリア事業協同組合連合会（JCIF）、一般社団法人日本建築材料協会、日本室内装飾事業
協同組合連合会、一般社団法人日本住宅リフォーム産業協会、一般社団法人日本照明工業
会、一般社団法人日本寝具寝装品協会、日本繊維産業連盟、日本繊維輸入組合、日本タオル工業
組合連合会、一般社団法人日本テキスタイルデザイン協会、日本テントシート工業組合連合会、
一般財団法人日本ファッション協会、日本不織布協会、日本ブラインド工業会、一般社団法人
日本壁装協会、公益財団法人日本防炎協会、一般財団法人日本綿業振興会、一般社団法人日本
流行色協会（JAFCA）、一般社団法人ニューオフィス推進協会

JT-Q12

JT-P12

JT-N12

JT-Q09 JT-Q09

友安製作所

SO-KEN

森林堂

Asia Furnishing
                 Fair 2022

東6ホール

ビルメンヒューマンフェア 
  ＆ クリーンＥＸＰＯ 東2ホール

ＨＯＳＰＥＸ 東1ホール

INTERIOR TREND SHOW
東3ホール

東4・5ホール東4・5ホール

東7
東8

東 1

東 2

東 3

東 4

東 5

東 6

デジタルプリント
インテリア・フォーラム

リンテック
サインシステム株式会社

ミマキ
エンジニアリング

株式会社
サンゲツ
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ア

タ

ナ

ハ

マ

ヤ

ラ

カ

サ

株式会社アーキスケッチジャパン JT-E12
株式会社イオニア  JT-U22
有限会社インテリア情報企画 JT-T08
株式会社WIS  JT-S12
株式会社エス・ビルド、MURUI JT-H12
エスケー化研株式会社 JT-S06
OXO  JT-S14

一般財団法人カケンテストセンター JT-A11
株式会社川島織物セルコン JT-S17
関東建設インテリア事業協同組合 JT-A14
きぬ川畳店  JT-K09
Kiyarn Japan  JT-H08
ギャラックス貿易株式会社 JT-U15
Qingdao Qingqingfang Imp.&Exp. Co., Ltd. JT-S05
CLARKE & CLARKE JT-V12
　カガワインターナショナル 
株式会社クレバー  JT-S11
桑デザインスタジオ JT-C11
株式会社ケイテック JT-S15
株式会社コルティナ JT-S22
杭州和通家庭用紡績品有限公司 JT-U14

栄レース株式会社  JT-G14
嵯峨商事株式会社  JT-V14
株式会社サクラクレパス JT-A08
株式会社サムウォン ペトラ JT-K06
株式会社三方舎  JT-J11
サンローズ テックスビジョン
　　　　　　    ミカワ開催委員会 JT-G09
株式会社絨毯ギャラリー JT-A02
　ゾランヴァリ 
シンコールインテリア株式会社 JT-M01
住江織物株式会社  JT-X01

ダイセン株式会社  JT-D13
WTP  JT-T05
立川ブラインド工業株式会社 JT-S01
中艺新国际展览（北京）有限公司 JT-U09
　南通牧野織物有限公司 
有限会社テキスタイルカノウ JT-T14
　五洋インテックス株式会社 
株式会社テシード  JT-N19
Tela's Design  JT-C09
ドイツメッセ日本代表、DOMOTEX JT-D12
東亜コルク株式会社 JT-G11
一般社団法人東京表具経師内装文化協会 JT-K05
東リ株式会社  JT-X07
トーソー株式会社  JT-G01

株式会社ニチベイ  JT-C01
日東紡績株式会社  JT-G08
日本建設インテリア事業協同組合連合会
                                (ジェイシフ) JT-T15
日本室内装飾事業協同組合連合会 JT-S08
日本省力機械株式会社 JT-Q14

白寿株式会社  JT-U05
bp international tokyo株式会社 JT-R22
　日本フィスバ株式会社
　株式会社ルートート
　COTONOHA出版
　NORDISKA TYGER 
有限会社ファインアート JT-C10
FABRISTA  JT-P21
藤井制作室  JT-E11
フロイデンベルグ・スパンウェブ・
　                   ジャパン株式会社 JT-C13
有限会社ホームデコア JT-N18
株式会社北洋交易  JT-S09

益子町商工会  JT-U08
有限会社みやび美術工房、もりさん JT-G12
株式会社メイワインターナショナル JT-G15
　F&H ファーハディアン 
メサテックスジャパン株式会社 JT-N17
株式会社モナーク・メディア  JT-C12

ユニオンデザイン合同会社 JT-E09
ユニチカ株式会社  JT-E13
株式会社米澤物産  JT-J14

ラセンス株式会社  JT-V09
LI PENG ENTERPRISE CO.,LTD JT-C06
　LeaLea Enterprise Co.,Ltd 
リリカラ株式会社  JT-U17
ルノン株式会社  JT-M14
 
■日本カーペット工業組合 JT-G05
IICRC JAPAN 日本カーペットクリーナーズアカデミー
英国羊毛公社 
株式会社オーノ 
株式会社川島織物セルコン 
サンケミカル株式会社 
住江織物株式会社 
スミヨシ株式会社 
田島ルーフィング株式会社 
東リ株式会社 
東レ・アムテックス株式会社 
トーア紡マテリアル株式会社 
日本敷物団地協同組合 
日本絨氈株式会社 
日本省力機械株式会社 
長谷虎紡績株式会社 
比楽紡績株式会社 
堀田カーペット株式会社 
村上敷物株式会社 
山本産業株式会社 
𠮷田房織物株式会社 
 
■NIF・YOUNG TEXTILE JT-X13
秋田公立美術大学 
大阪芸術大学 
岡山県立大学 
金沢美術工芸大学 
九州産業大学 
京都市立芸術大学 
京都芸術大学 
京都精華大学 
神戸芸術工科大学 
静岡文化芸術大学 
女子美術大学 
女子美術大学短期大学部 
仁愛女子短期大学 
成安造形大学 
多摩美術大学 
東京藝術大学 
東京造形大学 
東北芸術工科大学 
長岡造形大学 
名古屋芸術大学 
広島市立大学 
文化学園大学 
文星芸術大学 
武蔵野美術大学 
横浜美術大学 
 
■アカリ・イマージュ JT-H17
株式会社朝日ラバー 
アトリエ PAPERMOON 
荒川技研工業株式会社 

株式会社エルックス 
オーデリック株式会社 
株式会社グッディーホーム 
SOU DESGIN 
株式会社高千穂 
つなぐデザインマネジメント合同会社
DNライティング株式会社 
株式会社ディクラッセ 
有限会社フレイムス 
一般社団法人ライティングデザインネットワーク
 
■Windows Paradise JT-U19
アスワン株式会社 
大嶽恵美 
ガーデンファニチャー協会 
株式会社川島織物セルコン 
木村さちこ 
旭興株式会社 
株式会社キロニー 
五洋インテックス株式会社 
三協立山株式会社 
株式会社サンゲツ 
有限会社ジェイ・ファブリック 
シンコールインテリア株式会社 
住江織物株式会社 
タカノ株式会社 
立川ブラインド工業株式会社 
東京オーダーカーテン 
東リ株式会社 
株式会社東和商会 
株式会社トーシンｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 
トーソー株式会社 
長屋　裕邦 
ナショナル物産株式会社 
株式会社ニチベイ 
日本フィスバ株式会社 
迫間美香 
ヒューマンヤード株式会社 
株式会社フジエテキスタイル 
堀田カーペット株式会社 
マナトレーディング株式会社 
株式会社ＬＩＸＩＬ 
リリカラ株式会社 
 
■デジタルプリントインテリア・フォーラム 
KABEGA  JT-Q09
壁紙屋本舗  JT-Q09
株式会社サンゲツ  JT-M08
森林堂  JT-Q12
SO-KEN  JT-P12
友安製作所  JT-N12
ミマキエンジニアリング JT-Q08
リンテックサインシステム株式会社 JT-Q09

■デジタルプリントインテリア・フォーラム
　ステージ登壇者
・青山明生  株式会社RE‘RATE 　
・君和田重則  株式会社Ｋ3
・大北百花  株式会社サンゲツ　
・浅賀修平  株式会社サンゲツ　
・本田榮二  インテリア文化研究所　
・米谷英樹  株式会社ミマキエンジニアリング
・今野諒  株式会社リックプランニング
・高田真由美  エルクリエーション株式会社
・須藤絢乃  フォトグラファー／アーティスト
・町田ひろ子  町田ひろ子アカデミー
・鷺森アグリ  ファッションデザイナー／
                   アーティスト
・小島一仁   リンテックサインシステム株式会社

出展者名 小間番号 出展者名 小間番号 出展者名 小間番号
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NIPPON INTERIOR ASSOCIATION
2-1-17 Shibadaimon,Minato-ku,Tokyo 105-0012 TEL：03-3433-4521　FAX：03-3433-7860

https://www.japantex.jp
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2023.11.15[WED] 　17[FRI]会期

東京ビッグサイト（有明・東京国際展示場）会場3
The 42nd

次回 第42回 「JAPANTEX2023」は
2023年11月15日(水)から17日(金)の３日間

東京ビッグサイトにて開催いたします。

2023年度 開催日時決定！


