
http://www.kansai-exfair.com/ 関西エクステリアフェア

主　催 ： 関西エクステリアフェア2022実行委員会
後　援（予定） ： 近畿経済産業局／大阪府／大阪市／一般社団法人日本エクステリア工業会／一般社団法人犬と住まいる協会／一般社団法人日本オーニング協会／
　　　　　　一般社団法人全国建築コンクリートブロック工業会（JCBA）／一般社団法人日本パーステック協会／一般社団法人日本ヒートアイランド対策協議会／
　　　　　　日本ウッドデッキ協会／日本屋外収納ユニット工業会／近畿エクステリアアドバンスアソシエーション（順不同）
協　賛（予定） ： E&Gアカデミー／株式会社協報「週刊エクステリア」／株式会社グリーン情報「Garden Center」／株式会社住宅環境社「月刊エクステリアワーク」（順不同）

防犯防災総合展 in KANSAI 2022
建築材料・住宅設備総合展 KENTEN 2022
バリアフリー2022
ロボットワールド2022

同
時
開
催

人と暮らしの明日をつなぐエクステリア

10:00～17:00

入場無料

開催日
2022年

6月 10日 金9日 木

会場 インテックス大阪 1・2号館
（受付時に入場登録が必要）

主催社は、本展示会の開催に向け最善の努力をしますが、不可抗力及びやむ得ない事由に限り当展示会
を中止し、本契約を解除できる権利を有するものとします。本展示会が、出展社の責めに帰すべき理由、ま
たは、原子力危険・放射能危険・戦争・地震・火山の噴火・津波・火災・悪天候当の自然災害、感染症の感染
拡大、政治若しくは経済の混乱、公権力の行使等の理由により中止され、本契約が解除されたものである
ときは、実行委員会は出展社に対し出展料金の一部を開催準備金として申し受けます。開催準備金の出展
料金に対する料率は、中止決定の時期により8%～15%程度を実行委員会にて協議の上決定します。

出展料金・小間仕様

出展申込方法

会期までの流れ

出展小間料 小間仕様

小間位置の決定

1～9小間

10～19小間

20～29小間

30～39小間

40小間以上

220,000円 /小間

165,000円 /小間

132,000円 /小間

121,000円 /小間

99,000円 /小間

大きさ 1小間単価（税込）

200,000円 /小間

150,000円 /小間

120,000円 /小間

110,000円 /小間

90,000円 /小間

1小間単価（税抜）

小間位置は主催社が決定致します。小間割り抽選会は行いません。
各出展社のご希望を十分配慮致しますが、全体の構成上、
ご希望に添えない場合もありますので、予めご了承ください。

出展申込方法
「出展申込書」に必要事項を記入の上、下記「関西
エクステリアフェア事務局」へご提出ください。(※
複数企業による共同出展は、1社につき1小間以上
でお申込み下さい。2小間で出展の場合、3社以上
の共同出展はできません。)

その他の注意事項
■関西エクステリアフェア2022主催社である近畿エクステリアアドバンスアソシエーション（株式会社
アイシン、株式会社芦田、井上定株式会社、株式会社エクステリアワタナベ、グリーン株式会社、Ｇテリア
株式会社、株式会社田中屋、株式会社ワイズのいずれか）との販売代理店取引および新規販売代理店
契約を出展条件とします。
■主催社が出展申込書を受領し、出展料金のご請求書をお送りした時点で、正式な受理と致します。
■期限までに出展料のお振込みがない場合は、出展を取り消すことがあります。
■出展内容が本展の趣旨にそぐわないと主催社が判断した場合は、出展をお断りすることがあります。
■本展では主催社が認めたものを除いて、販売を禁止致します。
■主催社が募集する展示規模に達した場合、出展申込締切日前でも、出展申込を締切ることがあります。

開催準備金

キャンセル料
出展受理後の取り消し、解約は認められません。
万一、申込者の都合により、取り消し・解約があっ
た場合はキャンセル料を頂きます。

出展料金の振込み

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋2-9-3 かすがビル2F 株式会社Makicom内  TEL:03-6457-8732  FAX:03-6457-8753

申込書に基づき、フェア事務局は出展料金の請求
書を発行致します。請求書にある指定銀行口座へ
指定期日までにお振込みください。
振込み手数料は、出展社のご負担となります。

出展申込締切日

小間高さ制限
隣接小間から1m以内は2.7mまでとします。
それ以外は4.5mまでとします。
独立小間の場合は小間全体の高さを6mまでとします。

■基本部材であるポール(アルミ)、ビーム(アルミ)、パネル(3.8mm合板に両面塩ビシート
貼り)などは全てリユース品です。
■部材に対して画びょうや釘・ネジは使用できません。
■部材に対してカッティングシートを貼ることや、展示会の取り付けのためにテープを使
用することは出来ますが、撤去時には必ず原状復帰して下さい。
■部材を破損した場合は、破損料の実費を請求させていただきます。
■両面テープによる取り付けができないパネルなどを展示する場合は、フック・チェーン
を使い、ビームより吊り下げて下さい。
■カーペット・照明器具・テーブルなどの備品はついておりません。必要に応じて各出展
社の負担により別途手配下さい。
■独立小間はスペースのみの提供となり、原則基礎パネルなどはつきません。

基礎パネルはシステムパネルを使用します

2022年1月31日(月)
※予定小間数に達し次第、締め切ります。　※出展申込期限後の2022年2月1日以降は、出展料金に調整料15%分を上乗せした料金を申し受けます。

出展募集開始 出展申込締切 小間装飾搬入日

2021年 11月 2022年 1月31日 2022年 6月 7日・8日 2022年 6月 9日・10日

開催

関西エクステリアフェア 2022運営事務局

出展のご案内 申込締切日 ： 2022年1月31日（月）

お問い合わせ先

東京事務局
〒534-0027 大阪府大阪市都島区中野町4-5-13-606 株式会社Makicom内  TEL:06-4963-2773  FAX:06-4963-2691大阪事務局

お問い合わせ受付時間／平日10:00～17:00  土・日・祝日は除く （FAX・E-mailは24時間受付）

E-mail : kansai-exf@makicom.co.jp　http://www.kansai-exfair.com/

出展申込締切日（2022年1月31日）までの出展小間料

※出展申込期限後の2022年2月1日以降は、
　上記料金に調整料15%分を上乗せした料金を申し受けます。
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関西エクステリアフェアならではの多彩な主催社企画

開催概要

出展社の出展効果を高め
る施策として、来場者の利
便性と購買意欲向上のた
め、出展社の新商品や目玉
商品などをとりまとめた来
場者向け冊子を作成し、全
来場者に配布します。

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
日本のみならず全世界では新型コロナウイルス感染症の感染拡大という難局に直面しており、社会・経済に甚大な影響を与えています。
2020年・2021年6月に開催を予定しておりました「関西エクステリアフェア」も、感染拡大防止の観点よりやむを得ず開催中止をいたしました。
ここに2020年・2021年開催の中止のお詫びを申し上げます。また、今般の新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになった方々に謹んで哀悼の意を
表するとともに、感染された方々やそのご家族、不安のなかにおられる方々に対して、心からお見舞いを申し上げます。

さて、この度「第15回関西エクステリアフェア2022」を2022年6月9日（木）・10日（金）に開催することとなりましたので、ご案内申し上げます。
コロナ禍において、出展社の皆様には安全・安心にご出展いただけるよう、行政庁のガイドラインに則り感染拡大防止策を最大限に講じる所存でございます。
感染拡大が進む中、ソーシャルディスタンスの確保や庭や家での生活が注目を集めています。エクステリア・庭における生活のあり方をご提案する機会が、
大変重要なタイミングにあると考えております。

日本を代表するエクステリアメーカーが関西の地に集結し、多くのエクステリア関連プロユーザーが関西エリアを中心に西日本各地より来場する展示会
となり、さらに同時開催展示会も拡充し、幅広い業界関係者の集客が見込まれます。

展示会を通じてエクステリア産業の市場拡大、新商品などの発表の場として大いに活用頂きたく今回のテーマを「人と暮らしの明日をつなぐエクステリア」
とし、感染拡大防止策を講じつつ更なる来場促進を行って参ります。

日本最大級のエクステリア総合展示会「関西エクステリアフェア2022」に是非ご出展を賜りますようお願い申し上げます。

関西エクステリアフェア2022　実行委員長　井上 和雄

住宅・建築業界など関連業界の他、
福祉・医療系B to  B展示会、産業用
ロボットなどの展示会と同時開催する
ことで、多彩な専門家が来場すること
になり、幅広い業界への情報発信に
つながります。

関連業界に対する訴求力強化

来場対象

出展対象
■名称
■主催
■後援（予定）

■協賛（予定）

■展示規模（予定）
■来場者数（見込み）
■入場料

第15回 関西エクステリアフェア2022実行委員会
近畿エクステリアアドバンスアソシエーション

「第15回関西エクステリアフェア2022」
関西エクステリアフェア2022実行委員会
近畿経済産業局／大阪府／大阪市／一般社団法人日本エクステリア工業会／一般社団法人犬と住まいる協会／
一般社団法人日本オーニング協会／一般社団法人全国建築コンクリートブロック工業会（JCBA）／
一般社団法人日本パーステック協会／一般社団法人日本ヒートアイランド対策協議会／日本ウッドデッキ協会／
日本屋外収納ユニット工業会／近畿エクステリアアドバンスアソシエーション（順不同）
E&Gアカデミー／株式会社協報「週刊エクステリア」／株式会社グリーン情報「Garden Center」／
株式会社住宅環境社「月刊エクステリアワーク」（順不同）
50社/520小間
20,000名
無料

景観材料

エクステリア

　

外装材

屋根材

開口部材

ソフトウェア

設備機器

関連情報

舗装材・排水・路面標示材・サイン など

門・堀・フェンス・屋外用シェルター・ガーデンファニチャー・

装飾金属・車止め・カーポート・モニュメント・オブジェ・

壁画・レリーフ・造園資材・緑化システム・ガーデン資材・

パラソル・オーニング など

サイディング・湿式外装材・タイル・石材・

レンガ・ブロック など

金属屋根材・スレート屋根材・瓦・雨とい・笠木 など

ドア・自動ドア・シャッター・階段・手すり など

CAD・CG など

ソーラーシステム・防犯/防災関連設備 など

出版

■ 株式会社アイシン
■ 株式会社芦田
■ 井上定株式会社

■ 株式会社エクステリアワタナベ
■ グリーン株式会社
■ Gテリア株式会社

■ 株式会社田中屋
■ 株式会社ワイズ

エクステリアメーカー
■ 株式会社稲葉製作所
■ 三協立山株式会社 三協アルミ社
■ 四国化成工業株式会社

■ 株式会社タカショー
■ 東洋工業株式会社
■ 株式会社ユニソン

■ 株式会社淀川製鋼所
■ 株式会社LIXIL
■ YKK AP株式会社

出展のメリット

熱心な業界関係者が多数来場!

注目度は年々増加！！

新たなネットワーク構築のチャンス
インテックス大阪にて同時期に開催される展示会との相互入場により、新たな来場者層を取り込めます。
エクステリア業界以外の幅広いビジネスネットワークの構築に寄与します。

設計事務所、建設業、ハウスメーカー、工務店、リフォーム業、
デベロッパー、建材・住宅設備関係、流通業、ホームセンター、
ペットショップ、官公庁、自治体、一般ユーザー、他

［最終開催2019年度 関西エクステリアフェア 来場者業種分類］

［ 来場者数推移 ］
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出展社イチオシ見どころ紹介

カッコ内は2018年実績

特別企画

出展効果をさらに高める施策として、
本フェアならではの企画を展開します！
出展効果をさらに高める施策として、
本フェアならではの企画を展開します！

公式ホームページの出展社一覧ページ
内に、出展企業ホームページリンクのほ
か、出展社制作動画の視聴や、カタログダ
ウンロード機能を付加し（予定）、オンライ
ンでの出展社情報の発信を強化します。

出展社情報オンライン紹介

コロナ禍において、来場したくても来場を控える方々や、
展示会終了後の継続的な情報発信のために、
公式ホームページを活用した
出展社情報オンライン紹介を実施します！

コロナ禍において、来場したくても来場を控える方々や、
展示会終了後の継続的な情報発信のために、
公式ホームページを活用した
出展社情報オンライン紹介を実施します！

※予定を含みます。

※2020年・2021年は開催中止となりました。

学生 1.8%（2.9%）

一般
7.3%

（9.5%）

公共・団体・その他
（住宅関連/官公庁・行政・
各種団体/
マスコミ・出版/その他）
3.4%（3.3%）

製造業
18.6%（19.2%）

設計・施工
（設計事務所/工事店/
工務店/ハウスメーカーなど）

43.7%（40.3%）

流通業
（販売店/商社など）
25.2%（24.8%）

関西エクステリアフェアは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止ガイドラインを遵守し、
感染拡大の抑制と、エクステリア産業維持・発展の両立を図ります。
出展社の皆様が、安全安心して出展できる環境をつくります。
来場者の皆様が、安全安心して来場できる環境をつくります。
エクステリアを取り巻く経済活動の維持・発展を目指します。

防犯防災総合展 in KANSAI 2022
建築材料・住宅設備総合展 KENTEN 2022
バリアフリー2022

ロボットワールド2022


