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 １．NIPPONSANとは 
 

NIPPONSAN は単に出展する場を提供するだけでなく、展示までのプログラム作成、展

示会場デザイン、告知、販促支援、会期中運営協力、展示会成果の精査、販売へのマーケ

ティング等が含まれており、特に小規模企業では対応しきれていなかった展示会支援業務

を行ってまいりました。 

２０２０年以降を見据え、今こそ日本のモノづくりの価値を世界に発信し、グローバルマ

ーケットの扉を開く時です。 
 

（NIPPONSAN / NY NOW これまでの参加企業） 

株式会社アカセ木工 / 株式会社石田製帽 / 株式会社キハラ/ 株式会社 Kitamura Japan / ギャラリートネリコ / 

有限会社坂田織物/ 有限会社志津刃物製作所 / 株式会社ドゥオモ / 株式会社 能作 / 株式会社マルジュー /  

美濃和紙価値向上研究会（岐阜県） / BITOWA FROM AIZU  

 

	  
第 16回 2016年 8月      第 17回	 2017年 2月 

	  
第 18回	 2017年 8月      第 19回	 2018年 2月 

  

NIPPONSAN は、２０１０年より国内展示会に１５回の出
展を続けてきました。２０１６年に海外に舞台を移し、NY 
NOWへの出展を開始し、この夏であわせて２０回、海外出
展では５回目を迎えます。 
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 ２．NY NOW Summer 2018について 
 
NY NOWは、１９２７年に始まった北米最大のニューヨーク国際ギフトフェア【NYIGF】
を母体にした歴史の長い、アメリカのみならず世界中のバイヤーにとって定番の見本市の一

つです。ギフト商品のみならず、テーブルウェアからインテリア装飾品等、インテリア雑貨

全般を扱うため、多業種のバイヤーが訪れることでも有名です。 
NY NOW は、小売店事業者が多く買付に来場し、会場内で商談を行うため、スピーディー

にビジネスに直結することで定評があります。特に 8 月はクリスマス商戦に向けて多くのバ
イヤーが訪れる北米の販路開拓には欠かせない展示会です。 

【概要】 
� 開催地  米国・ニューヨーク 
� 会 期  ２０１８年８月１２日(日)～１５日(水)	  
� 会 場  Jacob K. Javits Convention Center 

2018年実績： 
来場者数：20,000人 ／ 出展社数：2,300社 ／ メディア ：300以上 

 

 ３．NIPPONSAN ＃３４３０ 
 
■概要 

� 参加エリア HOME / Tabletop + Gourmet Housewares Section（LEVEL3） 
� 募集小間数 ３小間（１００sqft：約２８m2） 
� 対象出品物 日本製の伝統工芸品、インテリア雑貨 
� 対象出展者 日本製の商品を取り扱っている企業及び、団体、グループ 

 
 
■出品までの作業スケジュール 

     
 8月 

    

◥ 

7月  

・個別装飾費お支払い 
・現地渡航 
・会期本番 

  

◥ 

5~6月  

� 輸送手配（航空便） 
� 価格表や注文票等の作
成および手配  

◥ 

4月  

・出品商品決定 
・個別ブースデザイン決定 
・オプションメニュー申込 
・	 ディスプレイ検討 
・	 輸送手配（船便） 
・出展料のお支払い 

 

   

・申し込み締切 
・出展者確定・通知 
・出展者説明会 
・出展料のお支払い 
・渡航手配 
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 ４．出展コース 

 
■料金プラン 

１小間   ＝	 ９７２，０００円（税込） 
０、５小間	 ＝	 ５４０，０００円（税込） 

 
■展示スペース 
	 １小間＝約１００sqft ：約９、３㎡	 ／	 ０、５小間＝約５０sqft ：約４、６㎡ 
 
■料金に含まれるもの 

１.	 出展小間料 

２.	 出展者説明会 
アメリカの商習慣に関するレクチャー、商談に必要な書類、バイヤーの特性、商談

の進め方、成約後のフォローの方法などを指導します。 

３.	 会期中の商談補助 
NIPPONSAN ブースに訪れるバイヤーとの商談をスムーズに進めるためにメイ

ド・イン・ジャパン・プロジェクトの海外事業担当者、契約している北米営業代行

者も会期中、会場に常駐し、サポートします。 

４.	 その他 
・出展準備に関する国内問い合わせ対応 
・会期中の緊急対応 

 
■料金に含まれないもの 
	 下記は料金に含まれませんのでご注意ください。 

１.	 装飾費 
床カーペット／壁／照明／什器／社名などのサイン等、装飾費は料金に含まれませ

ん。別途、各社の装飾内容に応じて装飾費をご請求させていただきます。 

２.	 商品輸送や関税などの発送、返送費及びこれら業務に係る諸経費は含まれません。 

３.	 旅費 
渡航費、滞在費、国内での説明会に参加するための交通費等は料金に含まれません

  

４.	 専属通訳、専属セールスアシスタント 
専属通訳、営業代行を希望される場合は、別途スタッフを手配します。 

※費用の目安＝３０，０００円～ ／１日 
	 	 日本人スタッフから米国人スペシャリストなど、条件によって変動します。  
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■	注意事項、重要事項 
 

1. 参加資格・要件 
• 出展物が日本国内で生産された商品であるとこととします。 
• 会期中、出展者が現地に渡航し、会場にて出展準備、商談、撤収作業を行うこととし
ます。 

• 農産物・食料品関連は出展できません。 
• 出展する商品は、基本在庫を詰める商品（複製できる商品であること）とします。 

2. ブース 
• 装飾費は出展費には含まれず、別途発生します。 
• 出展者の配置については、出展商品等を考慮した上で協議の上、決定します。 

3. 出展にあたって 
• 出展コースの最低お申し込み小間数：０、５小間。 
• 複数の事業者による共同申し込みも可能です。 
• エントリー審査後、速やかに内定者に報告し、申込書提出後に出展費請求書を発行し
ます。出展費入金確認後、出展契約が締結となり、出展申込完了となります。なお、

装飾費等については、展示会開催１ヶ月前に内容確定後、見積書を発行する予定です。 

4. 出展申し込みスケジュール 
• お申し込み締め切り    ２０１８年４月２５日（火） 
• 出展料金のお支払期限    ２０１８年５月１５日（火） 
• 装飾費およびオプションサービスのお支払期限 ２０１８年９月２８日（金） 

5. キャンセルについて 
出展料金お支払い後のキャンセルにつきましては、下記の通りキャンセル料が発生し

ます。 
• ２０１８年５月３１日以前のキャンセル  出展料合計の５０％ 
• ２０１８年６月１日以降のキャンセル  出展料合計の１００% 
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 ５．出品委託コース 
代行して商品をお預かりし、展示会での販売、終了後に報告書を提出します。北米進出の

検討材料として、商品開発の一助として役立てください。 
 
■料金プラン 

１００ ,０００円（税込）〜 
 
■展示スペース 

約４０〜５０cm四方を基準スペースとしますが、商品によってサイズや重さなども異な
りますので、出品申込後、別途お見積もりさせていただきます。 

 
■料金に含まれるもの 

1. 出品費用 
2. 展示会期間における商談代行及び受注代行 
3. 報告書 
 

■料金に含まれないもの 
下記は料金に含まれませんのでご注意ください。 

1. 商品輸送費や関税などの発送、返送に係る運送経費 

2. 展示にかかる特別な什器等の費用 
 

■	注意事項、重要事項 

1. 参加資格・要件 
• 出展物が日本国内で生産された商品であることとします。 
• 農産物・食料品関連は出展できません。 

2. ブース 
• 出展商品等を考慮した上で NIPPONSANが責任を持ってディスプレイします。 

3. 出品委託にあたって 
エントリー審査後、速やかに内定者に出品費見積もり発行します。内容確認の上、申

込書提出後、出品費入金を持って、出品申込完了となります。 

4. 出品委託申込スケジュール 

• お申し込み締め切り    ２０１８年４月２５日（火） 
• 出展料金のお支払期限    ２０１８年５月１５日（火） 

5. キャンセルについて 
出展料金お支払い後のキャンセルにつきましては、下記の通りキャンセル料が発生

します。 

• ２０１８年５月３１日以前のキャンセル  出展料合計の５０％ 
• ２０１８年６月１日以降のキャンセル  出展料合計の１００% 
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 6．オプションサービス 
 
２０１６年よりニューヨークに現地法人MADE IN JAPAN PROJECT INC.を設立し、実店
舗 THECOVER NIPPON NEW YORKをオープン。店舗運営のほか、テストマーケティン
グやイベントも行い、より現地に根ざした販路拡大を行なっています。日米双方からの支援

により出展者の北米進出を総合的にお手伝いいたします。 
 

1. 米国進出コンサルティング 
本格的に米国進出を検討されている事業者に対して、ブランディング、販売計画とい

った米国進出コンサルティングを承ります。事業者それぞれの現状に合わせ、それぞ

れのステップに合わせた米国展開に導きます。これまで複数の出展者の方々が、コン

サルティングを受け、米国展開を進めています。 
 

2. 営業代行 
会期終了後、見込客や受注先に対しての営業フォローや納品サポートを行います。米

国市場に精通したパートナーらによる定期的な営業やプロモーション支援が可能な

体制を整えています。 
 
3. 物流代行 

ニューヨーク近郊（ニュージャージ）に物流拠点となる倉庫を保有しています。米国

での在庫管理、発送業務及び決済業務など、物流拠点として活用することができます。 
 
上記サービスを希望される方は、別途ご案内させていただきますのでお問い合わせください。
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 ７．お申込方法 
 

1. エントリー 
ご参加希望の方は、下記 URLよりエントリーください。 

http://www.mijp.co.jp/form/ 

----- エントリー期限 ４／２５（火）必着 ----- 
 

2. 審査について 
出展小間数には限りがありますので、締切り後、出展の可否をご連絡します。 
審査を通過した企業・団体には「申込書」をお送りしますので。必要事項を記入し、

押印の上、返送ください。「申込書」受領をもって、本申込み完了となります。 
 
 
 

 ８．その他 
 

出展には補助金を活用できる場合があります。 
詳しくは各行政機関や支援機関にご相談下さい。 

 
（支援機関例） 

� 中小企業基盤整備機構の各支部 
� 中小企業団体中央会の各支部 
� 各商工会や商工会議所 
� 各都道府県や市区町村 
� 各産業支援機構 

 
  



9 

MADE IN JAPAN PROJECT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出展について更に知りたいという方向けに説明会を行っております。 
希望される方はお気軽に下記までご連絡ください。 

出展のお申し込み・お問い合わせ先  
 

メイド・イン・ジャパン・プロジェクト株式会社 
グローバルビジネス・プロモーション事業部 担当：小池 

 
〒106-0032 東京都港区六本木 7-1-19 クローバー六本木 1501 

TEL : 03-5413-3243  /  FAX : 03-5413-3236 
E-mail : mijpnyc@madeinjapan.jp 


