メゾン・エ・オブジェ・パリ 2023 年 1 月展
ジャパン・ブース 出展案内書

オンライン登録・審査書類送付締め切り：
2022 年 6 月 30 日(木) 17：00 【ジェトロ本部必着】

2022 年 6 月
日本貿易振興機構(ジェトロ)
市場開拓・展示事業部 海外市場開拓課
今般の新型コロナウイルス感染拡大等の情勢変化により、見本市もしくは
ジャパン・ブースの設置が中止となる可能性がありますことを予めご了承ください。
※詳細は p10 参照
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世界最高峰のインテリア＆デザイン見本市
「メゾン・エ・オブジェ」

世界最大級のインテリアとデザイン関連の国際見本市「メゾン・エ・オブジェ」。本見本市は 2022 年で 28 年目を
迎え、メゾン(家)に関連する、生活空間を彩るあらゆるアイテムが、1 月と 9 月の年 2 回パリに集結します。本見本
市への出展実績そのものがブランド力を高めるともいわれており、出展希望者が多く出展スペースの確保が難しいこと
でも有名です。
ジェトロは、同分野の日本企業の海外販路開拓支援のため、2005 年より本見本市に「ジャパン・ブース」を組織
し、延べ 450 を超える企業・団体のご出展をサポートしてまいりました。コロナ禍において過去 2 年間はリアルでの出
展支援を見送ってまいりましたが、国内外におけるワクチン接種の普及や現地での規制緩和を鑑み、今年度は 3 年
ぶりとなるジャパン・ブース出展者を募集する運びとなりました。
是非この機会にご出展をご検討いただきたく、ご案内申し上げます。
2022 年 6 月 日本貿易振興機構(ジェトロ)
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１．概要
見本市概要
名称

メゾン・エ・オブジェ・パリ 2023 年 1 月展 (Maison & Objet Paris)

https://www.maison-objet.com/en/paris

会期

2023 年 1 月 19 日(木)〜23 日(月)

会場

パリ／ノールヴィルパント見本市会場 (PARIS NORD Villepinte)

主催者

SAFI (メゾン・エ・オブジェ日本総代理店：株式会社 DEAI)

対象分野

インテリア全般、ギフト、雑貨、テーブルウエア、テキスタイル、家具等

展示規模

約 11 万 5,000 ㎡ ※2020 年 1 月展実績

出展者数

2,891 社 ※2020 年 1 月展実績

来場者数

81,232 人 ※2020 年 1 月展実績
※下記は 2022 年 9 月展の図になります（変更の可能性あり）。
※1 月展には「WORK!」エリアはございません。

会場全体図

※SIGNATURE エリアへのご出展は、お申込み内容と出展実績をもとに主催者（SAFI）が判断いたします。
主催者からピックアップがあった企業様については、ジェトロより個別にご案内いたします。したがいまして、お申し
込み時に SIGNATURE のご希望を承れませんので、予めご了承ください。
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ジャパン・ブース概要
主催

日本貿易振興機構(ジェトロ)
出展社数：30 社程度（予定）

募集規模

※採択社数は予告なく変更する場合があります。

(予定)

※お申込社数が大幅に上回った場合、「中小企業」、「輸出体制が整っている企業」「商談に向け、十分に準備
に時間をかけられる企業」「新規出展企業」などを優先いたします。

出展ホール

集合ブース形式ではなく、各出展者は見本市主催者(SAFI)の指定するホール・エリアに個別にブースを構えます。
ジェトロの簡易審査及び見本市主催者(SAFI)による審査

選考方法

※主催者の審査結果を基に出展可否を決定します。

前回出展者数

58 社 (2020 年 1 月展)

２．ジャパン・ブース出展要件
(１)日本に実体のある企業等または個人事業主であること。
(２)出品物が日本国内で生産された商品であること、または日本企業または個人事業主の資本・技術により企画もしくは生産された
商品であること。
(３)海外販路拡大のため、海外企業との商取引を目的とした商談が主な参加理由であること(市場調査のみが目的の参加は不可)。

(４)出品申込時点で出品物が完成している、または申し込み時点でプロトタイプが完成しており主催者審査資料が十分に準備できる
こと。
(５)現地に渡航し、会期中の全日程を通じて出品・商談が可能であること(会期途中の撤収は不可)。
(６)商談に必要となる相応の準備ができること。また、会期後も商談および輸出に関与できる担当者がいること。
(７)必要に応じて主催者担当者に、直接、英語で各種問い合わせができること(ジェトロでは主催者へのテクニカル面〈施工・備品手
配・主催者サイトへの WEB 入力等〉における連絡代行は行っておりません)。

(８)小間の転貸、売買、交換、譲渡、共同出品等を行わないこと。
(９)ジェトロが指定する共通ロゴをブースに掲示いただけること。また、ジェトロが成果把握等のため実施するアンケート(会期中・後)に
必ずご協力いただけること。
(10)「出品案内書」(本案内書)および「海外見本市出品要綱」の記載事項を了承していること。本案内書に記載されていない事項
は、同要綱の定めに従うものとします。なお、本案内書と同要綱に矛盾がある場合には、本案内書の記載内容を優先します。た
だし、本案内書が同要綱に優先する旨の特段の記載がある場合は、この限りではありません。
(11)見本市主催者(SAFI)の審査を通過し、出品を承認されること。
(12)ジェトロが出品者として適当であると承認すること。

ジャパン・ブース参加のメリット
(１)審査、出展手続きをサポート
ジェトロにて、出展審査エントリーをサポートいたします。
海外見本市に初めてご参加の方でも安心してご参加いただけます。
(２)出展関連コスト削減
中小企業様の場合、出展料（一般料金）の 2 分の 1 に相当する額に対し国庫補助金を充当するため、直接主催者に出展申し
込みいただくよりも割安な出展料でご出展いただけます。
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(３)日仏語対応な商談アシスタントを配置
商談がスムーズに進むよう、日仏語対応の商談アシスタントをジェトロが雇用し、「1 人／小間」配置します(小間数に応じて配置人数
が変わります)。ご自身で現地アシスタントを探したり、雇用したりする手間が省ける上、言語面でのサポートにより安心して商談に臨ん
でいただけます。
(４)事前広報
ジェトロが現地バイヤーに向けてジャパン・ブース出展者情報を発信し、来場誘致を行います。
(５)海外コーディネーターによるアドバイス
ご要望に応じて、ビジネス経験豊富な輸出支援コーディネーター(在パリ)が事前の出展準備や輸出に向けた情報収集などについてア
ドバイスするほか、会期中の商談、会期後のフォローアップをサポートします。

過去の出展者の声
■海外バイヤーの生の声が聞けたので、今後の商品構成や企画に活かせそう。
■国内見本市と違い、バイヤーのオーダーまでの決断が速い。
■フランス以外の国のバイヤーも多く、ほかと比べてより国際的な見本市だと感じ、市場の大きさを感じることができた。
■ジェトロによる事前・会期中のサポートがあると分かっていたので、精神的な負担が少なかった。
■初めての出品で申し込み等の流れも不安だったが、出品前も電話等で細やかなサービスをしていただき、スムーズに進
めることができた。特に欧州での商習慣や価格設定のアドバイスは参考になった。

３．出展料・サービス内容
出展料(不課税)
１小間(９㎡)あたりの出展料

中小企業料金(補助あり)

一般料金(補助なし)

￥３5０，０００

￥70０，０００

￥33，０００

￥55，０００

平米あたりスペース調整費

※出展小間数(1 小間＝9 ㎡)と主催者より割り当てられた平米数が一致しない場合は、１小間あたり出展料を基本とし、増減分を
上記のスペース調整費で調整の上、出展料を請求・返金いたします。
※中小企業の定義は次頁の「出展料に関する注意事項」をご参照ください。

出展費用試算例
※必要経費(費用)は出展者ごとに異なります。
※下記金額は、スペース基本料金（出展料）以外は、2019 年時点の実績額を参考にしておりますが、物流コストの高騰、
円安の影響により変動しております。予めご留意・ご了承ください。
※中小企業料金（1 小間＝9 ㎡)、2 名様で現地渡航される場合を想定。
※SIGNATURE に選ばれた場合：12€/㎡（予定）が追加されます。
※Stand Pack（基本装飾・施工）を追加された場合：51€/㎡（予定）が追加されます。
スペース基本料金(出展料)＊

￥350,000

輸送費(航空貨物で運賃重量 100kg 程度と仮定)

￥500,000

ブース装飾・施工費(照明・壁面装飾・椅子・展示棚等)

￥200,000〜￥1,000,000

渡航費(エコノミークラス、2 名)

￥300,000

宿泊費(シングルルーム 2 部屋、7 泊)

￥300,000

合計

約￥1,650,000～￥2,150,000

１）出展料に含まれるもの（サービスの一部をご利用にならない場合でも、同一料金となります）
■スペース費
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ジェトロ宛に支払い

各業者宛てに支払い

■日仏語対応商談アシスタントの雇用（1〜2 小間につき 1 名）
■ジャパン・ブース出展者リスト（WEB 媒体〈ブース番号・ブランド名・写真・コンタクト先のみ記載〉）の作成・事前広報
■主催者ウェブサイト・公式カタログへの掲載
■出展者バッジ（枚数は平米数に応じて異なります)
■保険・登記料金
※商談アシスタントについて
・業務内容はブース内補助業務です。雇用期間は見本市会期のみ（残業不可）となります。
・アシスタントの交通費、出展者バッジ費、諸税・管理費等はジェトロが負担します。

２）出展料に含まれないもの
■出展物の国際および国内輸送費、梱包費、保険料、出展物にかかる関税、消費税、通関料、廃棄料等
■床や壁の処理を含むブース装飾、電源、照明器具、レンタル備品・設備にかかる費用
■追加出展者バッジ、来場者招待券
■出展者の渡航費、宿泊費、海外旅行傷害保険料
■その他、前項に定める以外の費用
※出展料にブース施工・装飾費用は含まれておりません。主催者から提供される基本ブースは、コンクリートの床と木製のパーテーショ
ン(壁)のみです。
※施工・装飾・原状復帰（カーペット、壁紙、電力供給や電源ケーブル、照明や什器などの手配含む）は、原則施工会社に委託い
ただくものとし、当該費用は、出展者の自己手配・自己負担となります。なお、9 月中旬実施予定の出展社説明会にて、施工・輸
送方法や関連業者情報をご案内いたします。
＜ご留意事項＞
万一、施工会社等にブース施工・原状復帰を委託されなかった場合（自主手配の場合）の、ブース施工・装飾・備品発注・原状復
帰等に関するお問い合わせは、主催者のテクニカル担当者に直接英語で問い合わせいただいております（ジェトロは取り次ぎを行ってい
ません）。また、自主施工の場合の撤収が不十分で、主催者からペナルティー料金が科される事例が例年発生しています。ジェトロで
は一切の責任を負いかねますので、くれぐれもご留意ください。

３）出展料に関する注意事項
■申し込みは 1 小間（9 ㎡）を最小単位とします。9 ㎡以下の出展はお受けできません。
■中小企業の定義：中小企業基本法で定める日本国内の中小企業に該当(1)し、かつ下記（２）①②の要件を満たす
中小企業を優先（中小企業者の定義・要件については以下参照）。
（１）

中小企業基本法による定義（資本金基準または従業員基準のいずれかを満たす企業）

※常時雇用する従業員数には、事業主、役員数、臨時の従業員を含まない
※法人格のない個人事業者によるお申し込みについても、同様に判断します
出所：https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm
（２）経済産業省の定める要件
①資本金または出資金が５億円以上の法人に、直接または間接に 100％の株式を保有される中小・小規模事業者ではないこと。
②確定している（申告済みの）直近過去３事業年度の課税所得の年平均額が 15 億円を超えない中小・小規模事業者。
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■なお、上記中小企業の条件に該当する企業等であっても、他の国庫補助金をジェトロの出展料に充てる場合は、一般料金にて申
し込みいただきます(二重補助の禁止)。ただし、国庫補助金に該当しない補助金・助成金(地方公共団体等が実施するもの)につ
いては、この限りではありません。他の補助金を使用する場合は、支援機関に二重補助にあたらないかどうか、必ずご自身でご確認く
ださい。
■ジェトロ以外（国や自治体等）から補助を受ける方は、ジェトロとの契約内容確認や契約締結日（入金日）の調整が必要となる
場合がありますので、それぞれの内容を理解した上で手続きを進めてください。ジェトロは、本「出展案内書」記載に合致したお申し込
みしか受理できません。また、ジェトロの出展料金内訳等につきましては、本「出展案内書」記載以上の情報を提供することはできま
せんので、ご了承ください。
■出展料の振り込みに要する一切の手数料は出展者に負担いただきます。

4．出展料の割引・免除制度
１）「ジェトロ・メンバーズ」会員への割引
■お申込日時点でジェトロ・メンバーズに加入されているお客様には、会員特別料金として、出展料の 10％を割引いたします。まだ加
入されていない皆様は、この機会にぜひ入会をご検討ください。
■割引は、日本国内からジェトロ･メンバーズとして登録された法人・団体名でお申し込みの場合に限ります。
■会員 1 口につき年会費 70,000 円（税別）を年間割引の上限とします。
■ジェトロからの出展料請求後にジェトロ・メンバーズに加入された場合は、上記割引の対象外です。
⇒詳細はこちら：https://www.jetro.go.jp/members/memberservice/
２）東京都産業力強化融資「海外展開支援」（東京都産業労働局）
東京都には、海外販路の開拓等を目指す中小企業者の幅広い資金需要に対応し、海外展開に必要な資金を融資するとともに、
小規模企業者に対して、信用保証料の 2 分の 1 を補助する制度があります。下記をご参照いただき、直接お申し込みください。
⇒詳細：http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/chushou/kinyu/yuushi/yuushi/kaigaitenkai/
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5．お申し込み方法
出展審査はお申し込み締め切り後、ジェトロより一括して主催者(SAFI)に依頼いたしますので、以下の手順にてお申し込みください。
主催者は、ご提出いただいた資料から、出展物やブランドのイメージが見本市の趣旨に合致しているかどうかを審査し、出展可否の
決定およびスペースの割り当てを行います。
＜＜以下すべてを【2022 年 6 月 30 日（木）17:00】までに完了させてください＞＞
※下記 STEP１〜３のいずれかが完了していない場合、申し込みを取り止めたものとみなします。
※締め切り日を過ぎてのご提出や書類不備の場合は審査にかけられませんので、ご了承ください。

【STEP１】イベント申し込み（オンライン）
ジェトロ・ウェブサイトのイベント登録ページ(下記)から、ログイン ID とパスワードを入力し、必要情報の登録を行ってください。
※初めてのご利用の場合は下記ページよりユーザー登録が必要になります。(ログイン ID とパスワードの取得)
URL：https://www.jetro.go.jp/customer/act?actId=B0061092U

【STEP２】出展審査用登録（オンライン）
注意事項をよくご確認の上、オンライン登録フォーム(下記)から必要情報の登録を行ってください。
URL：https://www.jetro.go.jp/form5/pub/far/mo22

【STEP３】必要書類の郵送 【2022 年 6 月 30 日（木）17:00 ジェトロ東京本部必着】
下記書類をジェトロ担当者宛てにお送りください。
「出展申込書・承諾書」の電子データはジェトロ・ウェブサイトの出展募集ページ下部に添付しています。
提出書類を準備される際には、必ず別紙「提出書類チェックシート/資料作成時の注意事項」をご確認ください。

＜郵送書類＞(1)出展申込書・承諾書：2 部
(2)会社概要(形式自由)：1 部
(3)主催者審査用資料①：出展商品情報(カタログなど) 2 部
(4)主催者審査用資料②：ブースイメージ図(形式自由、英語またはフランス語)２部
(5)主催者審査用資料③：ユーロの価格表１部
※価格表は参考資料なので、決定価格である必要はございません。
※資料の返却はできませんので、予めご了承ください。
※ブースイメージは採択可否を判断する重要な資料である旨、主催者から連絡を受けています。パース図、もしくは
国内見本市出展時のブース写真のご提出を強くお勧めします。不十分な図面の場合、不採択につながる可能性が
高くなりますので、ご留意ください。
＜宛先＞〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 6 階
日本貿易振興機構(ジェトロ) 市場開拓・展示事業部 海外市場開拓課 (担当：ライフスタイル産業班・青柳)宛
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6．今後のスケジュール(仮)・注意事項
日程

予定
6 月 30 日(木) 17：00
7 月下旬〜8 月上旬

2023 年

オンライン登録期限・書類提出期限(ジェトロ必着)
主催者(SAFI)審査結果通知
請求書送付、出展申込書・承諾書返送

9 月 5 日(月)

出展料入金期限

9 月中旬〜10 月上旬

出展者説明会(オンラインで開催予定)

10〜12 月

カタログ登録、装飾・輸送手配、アシスタント用資料作成等

11 月中旬

小間位置・ブース形状確定、出展料増減分の入金・払い戻し期限

1 月 19 日(木)〜23 日(月)

メゾン・エ・オブジェ・パリ 2023 年 1 月展 会期

１）出展料お支払いについて
■審査に時間を要する場合、出展決定から支払期限までの期間が短くなる場合があります。
■出展決定となったお申込者にジェトロが押印済みの「出展申込書・承諾書」1 通と請求書をお送りします。請求書に基づくご入金を
もって、出展契約が締結され、出展者の資格を得るものとします。
■小間位置およびブース形状決定後、面積に増減があった場合、個別に追加のお支払い方法・期限、または返金方法についてご連
絡いたします。
■期日までに出展料の入金がない場合、出展申し込みを取り止めたものとみなします。
■出展料の振り込みに要する一切の手数料は出展者に負担いただきます。

２）出展決定後の小間位置決定について
■出展ホールや小間位置は、お申込企業の希望の如何にかかわらず、主催者判断で決定されます。
お申し込み後、審査結果の通知、出展ホール・小間位置の決定通知が届くまで長らくお待ちいただくため、不確定な状況の中で、
出展伴う諸準備を進めていただく必要があります。また、主催者都合により、決定通知後に小間位置や小間番号の変更を余儀なく
される場合もありますのであらかじめご了承ください。

３）キャンセル規定
■9 月 6 日(火)以降の出展社の自己都合による出展キャンセルにつきましては、キャンセル料として出展料合計の 100%をお支払い
いただきます。キャンセルに際しましては、「出展申込書・承諾書」と同じ捺印のある辞退届(ジェトロ指定フォーム)にてジェトロにご通
知ください。
■キャンセル料については、ジェトロ・メンバーズ割引を適用できません。
■戦争、政情不安、天災、感染症、その他、出品者の責めに帰することのできない事由によりキャンセルする場合は、ジェトロに文
書で通知し、その承諾を得ることにより、キャンセル料の支払いなく出品を中止できる場合がありますので、ご相談ください。なお、
出品料金に含まれず出品者様が各自で手配される渡航・宿泊に関して手配の時期を調整いただく等、万一の事態に備えて準
備されることをお勧めします。
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■新型コロナウイルス感染拡大に関連した特記事項
1．

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、本展示会の開催地であるフランスは、2022 年 6 月 1 日時点で外務省感染
症危険情報レベル 2 となっていますが、本展示会は参加者の健康・ 安全の確保について確認がとれた状況下での開催を検
討しています。

2．

現地情勢等の諸般の事情に鑑み、主催者や（主催者が中止の判断をしない場合でも、上記前提をベースとした）ジェトロ
の判断により中止又は延期となる場合やその他の事由により参加できなくなる可能性がありますので予めご承知おきください。

3．

本展示会が中止若しくは延期となった場合、又は、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として開催地への入国や本展示会
への入場に関し、ワクチン接種等の新たな義務や条件が追加された場合等、出品者の責めに帰することのできない事由により
参加できなくなった場合においても、本展示会への参加のために出品者が支出した費用や本展示会の中止又は延期やその
他の事由により不参加となったことに起因、関連する一切の損害（航空券代等のキャンセル料を含みますが、これに限られま
せん。）については、ジェトロはこれを負担しません。ジェトロが出品者から受領した出品料に限り、ジェトロの判断により返金す
る場合があります。

4．

なお、出品者の皆様の出品物の輸送、渡航手配のご都合も踏まえ、実施又は中止、延期の見通しについては、適時ご連絡
を行う予定です。

5．

出品者は、本見本市において感染症の予防対策を徹底し、かつ、感染症の疑いのある者、またはこれらの者との濃厚接触者
は本見本市に参加させないでください。万一、感染症の疑いのある者またはこれらの者との濃厚接触者が本見本市に参加し
たことが判明した場合には、直ちにジェトロに報告し、その指示に従っていただきます。

6．

新型コロナウイルスの感染状況によっては、事務局における感染対策を講じるにあたり、皆様のワクチン接種状況をお伺いする
可能性があります。万が一を考え、重症化リスクを要する方の渡航は、各企業様の責任においてご判断ください。

7．

本案内書記載の内容は、現地情勢等の諸般の事情の変化により、変更になる場合があります。

４）その他注意事項
■今般の新型コロナウイルス感染拡大等の情勢変化により、見本市の開催もしくはジャパン・ブースの設置が延期または中止となる可
能性がありますことをあらかじめご了承ください。
■主催者審査を通過した場合、原則提出資料に記載されている商品とブースイメージで実際にご出展いただきます。
■外国為替および外国貿易法などの国内法令に定めのある出品物の出品については、出品者の責任において事前に必要な許可等
を取得してください。 参考 URL：http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html
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ご不明な点等ございましたら、下記お問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。
皆様のお申し込みをお待ちしております！

ジャパン・ブース出展・ジェトロ・サービスに関するお問い合わせ先
日本貿易振興機構(ジェトロ) 市場開拓・展示事業部 海外市場開拓課
（担当：降籏、鈴木、青柳、林）
〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 6 階
TEL：03－3582－5015 ／ Email：CIB1@jetro.go.jp
メゾン・エ・オブジェ展の詳細に関するお問い合わせ先
※小間位置希望、バッジ、備品、WEB 掲載等の登録方法等のご質問
は、主催者(メゾン・エ・オブジェ日本総代理店)へお問い合わせください。
主催者(メゾン・エ・オブジェ日本総代理店)：株式会社デアイ
東京都港区南青山 5-4-6-308
TEL：03-3409-9495 ／ E-mail：mo-japon@deai-co.com
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