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日本貿易振興機構（ジェトロ）は、日本の高品質・高感度・高い技術力を有するテキスタイル企

業の海外販路開拓支援と米国ミドル・ハイエンドゾーンでの需要発掘・喚起を目的とする展示会

「Japan Textile Salon in NYC」を、2018年 1月 17日、18日に米国・ニューヨークで初めて開催しま

す。 

米国のミドル・ハイエンドゾーンのファッションマーケットで、日本素材の伝統的な匠の技、高い

加工技術等の素材開発力は高く評価をされており、他にはない素材「Novelty Fabrics」を提供でき

るアパレル向けテキスタイル企業は多く存在すると認知されています。今回、日本企業が一堂に

会し展示会を開催することは、日本素材の優位性・差別性の情報発信につながり、米国市場参入

のきっかけとなるものと考えます。ぜひ、この機会に出展を検討されてみてはいかがでしょうか。 

 

1. 開催趣旨 

・高品質・高感度・高い技術力を有する厳選された出展者のグループにより情報発信性を高

めることで米国ミドル・ハイエンドゾーンでの日本素材需要発掘・喚起を図ります。 

・招待者限定の商談会形式をとることでバイヤーの顧客化・固定化を図ります。 

   
 

2. 開催概要 

・ 展示会名称： Japan Textile Salon in NYC 

・ 会期： 2018年 1月 17日（水）・18日（木） 

・ 主催： 日本貿易振興機構（ジェトロ） 

・ 運営事務局： 一般社団法人日本ファッション･ウィーク推進機構（JFW） 

・ 会場： The Altman Building （1,254㎡） 135 West 18th Street, New York, NY 10011 

チェルシー地区に位置し、地下鉄の最寄り 18 St 駅から 100m強 

・ 出展者数･小間数想定： 15～23社 (出展審査あり) 

・ 出展内容： 日本製テキスタイル（日本企画開発も含む） 

・ 来場者： 厳選された米国のデザイナー・メゾン、アパレルのバイヤー100名（予定） 

・ 会場構成： 出展者ブースに加え、受付、広報ブース、ケータリング（フード、ドリンク）カウ

ンター、ビジネスラウンジを設置予定。 

 

3. 出展者参加メリット 

・ 広報ブースの設置 

この展示会では、商談用の出展者ブースを設置するだけではなく、日本独自のトレンドテ

ーマに基づき、出展者の代表的な素材を広報ブースで編集展示して見せることで、日本
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製テキスタイルの魅力をアピールします。それがバイヤーにとっては、インデックスの役割

も果たします。 

・ 広報支援 

事前にＤＭ等のツールを活用して想定されるバイヤーにアプローチし、積極的な来場誘

致を図ります。 

・ 費用負担の軽減 

基本備品を含む出展料（施工費を含む）、広報費、付帯運営経費の一部をジェトロが負担

します。  

また、中小企業の方には一般料金の１/２が出展料補助（中小企業料金）として適用され

ます。（6項「出展料補助の適用条件」参照） 

・ 輸出に関するアドバイス 

ビジネス経験豊富な専門家によるワークショップや個別相談会において、現地市場ニー

ズや輸出に関するアドバイスをします。 

 

4. 出展者ブース・出展料 

・ 出展者ブース 1小間 9.29㎡（＝100平方フィート）＜800,000円（消費税別）＞ 

・ 申込み最小単位は、1 小間 9.29 ㎡（＝100 平方フィート）とし、1 企業の申込みに対し   

最大 2小間までとします。 

・ 組合･団体の合同出展（中小企業のみ）の場合に限り、最大 2小間に 3社までとします。 

・ 中小企業者の方は、上記一般料金の 1/2 が出展料補助として適用されます。（6 項「出展

料補助の適用条件」参照） 

 

１小間の基本備品    スペース：w.10.0ft.(3.04m.) d.10.0ft.(3.04m.)  

壁面 サイド壁面（w.3.04m. h.1.68m.）、バック壁面(w.3.04m. h.2.35m.) 

カーペット ブース内 9.29㎡（白） 

ハンガー什器 4本 

受付カウンター 1台 

商談セット テーブル 1卓、イス 4脚 

照明 ブース内スポット照明 

社名板 1枚 

（小間の仕様及び基本備品は、都合により一部変更する場合がございます） 

 

5. ジェトロが提供するサービス 

ジェトロのサービスに含まれるもの ジェトロのサービスに含まれないもの 

①基本備品を含む出展料 

②広報ブース施工費 

③会場費 

④運営経費 

⑤現地広報活動費（ガイドブック製作費含む） 

⑥出展者ビジネス支援 

①基本備品以外の展示装飾品・備品（自社の説明 

パネル・POP、レンタルトルソー等） 

②出品物の輸送に係るすべての費用（保険料を含 

む）、及び出品物に係る関税・消費税等 

③出展者の渡航費及び宿泊費 
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6. 出展料補助の適用条件 

出展料補助（中小企業料金）の適用には、中小企業基本法に基づき、以下の中小企業者の

要件を満たす必要があります。また、出展料として本展示会に関する補助を国から別途受け

ている場合、出展料は一般料金（費用補助なし）となります。 

主たる事業として営んでいる業種 資本金基準 

（資本金の額または出資の総額） 

従業員基準 

（常時雇用する従業員の数） 

製造業、建設業、運輸業、その他業種 ３億円以下 ３００人以下 

卸売業 １億円以下 １００人以下 

サービス業（情報サービス業を含む） ５千万円以下 １００人以下 

小売業 ５千万円以下 ５０人以下 

イ） 前記表の資本金基準または従業員基準のいずれかを満たす企業 

ロ） 常時雇用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含まない。 

ハ） 法人格のない個人事業者を含む。 

 

7. 出展申込み 

（1）出展者応募資格 

・ 日本国内に籍を置くテキスタイル企業、またはグループ（組合/団体の申込可）である。製 

造業でない企業の場合は、主体的に素材を企画し、自社リスクで販売していること。日 

本製、または日本で企画、開発した商品を出品すること。 

・ 輸出意欲が高く、米国でのビジネス戦略を立てており、体制が整っていること（例えば、 

社内に輸出の営業体制とデリバリーに対応できる者がいる、輸出担当の特定商社がいる、 

米国にエージェントがいる、等）。 

・ 出展者は法人組織を持ち、人員及び製造体制が申請された売上高･生産活動内容と一 

致･適合すること。 

・ ミドル・ハイエンドをターゲットとした独自性のある高品質素材を提案できること。 

・ 海外への輸出実績があり、商談に英語で対応ができること。 

・ 当該展示会において、商談での決定権をもつ者が参加すること。 

・ ジェトロが実施するアンケート及び事後の商談フォローアップ調査に協力いただけること。 

・ 出展確定の際、出展者説明会（10月 6日開催予定）および素材トレンドの個別相談会 

（後日開催日を連絡予定）に参加できること。 

     ※出展者は、上記応募資格を満たした上、出展審査を経て決定します。出展審 

査では、米国ミドル・ハイエンドゾーンのニーズ（輸出体制、平均的納期やミニ 

マム）も参考にします。 

 

（2）エントリー申し込み締切日と提出物 

2017 年 9 月 15 日（金） 16：00 必着 

上記期限までに以下の 2種類の必要書類をご提出下さい。 

 【出展エントリー申込み提出資料】 

・ 出展エントリー申込書 

・ 素材提出用紙（5点以上 10点以内）組合･団体の場合は、参加される企業ごとの提出。 
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（3）出展申込みとその手順 

・ 出展エントリー申込み締切後、出展審査会にて審査を行います。出展が確定した方には、 

ジェトロより「出展申込書･承諾書」をメールで送付します。（9月 29日過ぎを予定） 

・ 「出展申込書･承諾書」は、出展者において必要事項を記入、捺印の上以下の締切日まで 

に返送願います。ジェトロから同文書に公印を押して完成した書類 1 通を出展者に送付し、 

出展者、ジェトロの双方が同文書を 1通ずつ所有することとします。 

 出展申込書・承諾書提出期限：2017 年 10 月 18 日（水）16：00 必着 

 

8. 出展料の支払い方法 

・ 上記「出展申込書･承諾書」をジェトロが返送する際、お申込み小間数分の請求書も併せ

て送付します。出展料の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。 

・ 出展料支払い期限は、請求時に書面でお知らせします。 

   ・ 出展者の自己都合による出展取りやめについては、その申請日によりキャンセル 

料が発生します。キャンセル料は、以下の通りとなります。 

キャンセル受付日 キャンセル料 

お支払い期限の翌日から 12月 14日（木）まで 出品料合計の 50％ 

2017年 12月 15日（金）以降（連絡がない場合も含む） 出品料合計の 100％ 

   ・ 国内で発生した天災等の事由により出品が不可能となった場合は、ジェトロにご相談下さ 

い。公的な証明書等の提出をもって、キャンセル料の免除を検討します。 

 

9. 申込みから出展までの流れ 

8/24（木）～9/15（金） 出展エントリー申込み 

9/29（金）～ ジェトロより、出展確定連絡＆「出展申込書･承諾書」送付 

10/6（金） 出展者説明会･NY市場ビジネスセミナー 

10/18（水） 「出展申込書･承諾書」提出締切 

～10/31（火） 「出展申込書・承諾書」、「請求書」発行・送付 

10/中旬～下旬 ガイドブック・PR用出展者情報の原稿提出、個別相談会開催予定 

11/中旬 広報ブース展示素材提出、追加備品申込み 

2018/1/16（火）午後 出展者搬入･展示装飾 

2018/1/17（水）-18（木） 会期 

 

10. 留意事項･その他 

・ 海外の展示会に出展する際、出展準備･後片付けや長時間にわたるブース対応などでケ

ガや病気が起こりやすくなります。特に会期前後の出展準備･後片付けの展示会場は、

貨物や施工資材が散乱するなど大変危険です。また、日本との時差、気候の違いを考慮

の上、体調管理には十分ご注意ください。 

・ 海外では日本と比較して治療費･入院費が高額となるケースがあるので、不測の事態に

備え、100％カバーされ、キャッシュレスで受診することのできる海外旅行傷害保険への

加入をお勧めします。クレジットカード等に付帯されている海外旅行傷害保険のみでは、
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100％カバーされない恐れがありますのでご注意下さい。 

・ 米国への入国に際しては、事前に ESTAの申請が必要です。ESTAは、米国国土安全保

障省（DHS）により 2009年 1月 12日から義務化されました。このオンラインシステムは、

ビザ免除プログラム（VWP）の一部で、短期商用・観光目的（90日以下）の目的で旅行す

るすべてのビザ免除プログラム渡航者は、米国行きの航空機や船に搭乗する前にオンラ

インで ESTA渡航認証を受けなければなりません。 

・ 本案内書記載の内容は 2017 年 8 月現在のものです。現地事情や主催者の都合により、

変更が生じる可能性があります。 

・ 本展示会に関する規則は、本書及び日本貿易振興機構「海外見本市出品要綱」によるも

のです。本書と「海外見本市出品要綱」で内容が異なる場合は、本書を優先します。 

 

 

 

 

～お問い合わせ先～ 

日本貿易振興機構（ジェトロ） 

ものづくり産業部 生活関連産業課 ファッション班  久保、芥川 

〒107－6006 東京都港区赤坂 1－12－32 アーク森ビル 6階 

ＴＥＬ： 03-3582-1670      ＦＡＸ： 03-3582-7508   

E-mail： MIB-TEX@jetro.go.jp 
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