
WHO'S NEXT  2020 年 1 月展ご出展について 
 
WHO’S NEXT は年に 2 回（1 月/9 月）開催されるファッション及びファッション雑貨、ライフスタイルの国際展示会です。フランスを中心にヨーロッパの来場者の比率が

高く、実際のビジネスに結びつきやすい傾向にあります。こなれた価格帯で、クラシカルなデザインのものから斬新なものまで扱っているのが特徴です。 

 

次回開催期間：2020 年 1 月 17 日(金)-20 日(月)／開催場所：パリ ポルト・ド・ヴェルサイユ 

出展プロダクトシーズン：2020-21 年秋冬 
（基本的に出展プロダクトシーズンは 2020-21 年秋冬商品となっておりますが、近年続く気候変動やマーケットの変化により展示商品のシーズンにつきましては各ご出展社様のご判

断にお任せいたします。） 

 

ご出展に関して、皆様からお送りいただく資料を基に審査が行われ、ブース位置が決定されます。 

主催者には世界中から多くの応募資料が届きます。皆様により適したエリアでご出展頂く為にも、審査申請フォームのご記入及び下記資料をご準備ください。 

尚、ご記入は英語またはフランス語でお願いいたします。 

 

1. 審査申請フォーム記入 会社名・出展ブランド名などのご記入。 

2. ブランド紹介 コンセプトや戦略などのご説明。 

3. 発表予定の商品に関する説明 出展予定の商品写真やカタログ等、なるべく多くのビジュアルを盛り込んだ資料があると審査がスムーズです。 

4. プライスリスト 商品のプライスリストは、卸価格または販売価格のどちらであるかを明記の上、ユーロでご記入ください。 

 

 

上記資料を揃えて、PDF にて弊社メールアドレス（office@deai-co.com）までご送付ください。 

ご出展の可否、ご出展いただくホールに関しては、2019 年 9 月展の出展者の更新に応じて検討され、審査結果は決定次第すぐにお知らせします。 

結果が出ますと、出展者 ID とパスワードが通知されます。そちらの ID とパスワードで出展者サイトにアクセスいただき、以降の手続きは全て出展者サイトを介して情

報の登録や編集をしていただけます。 

弊社ではご出展までのフォローを無料で行っておりますので、ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。 

 

株式会社デアイ 担当：榎本・名越 

〒107－0062 東京都港区南青山 5-4-6-308  Tel: 03-3409-9495/Fax: 03-3409-9684  

URL: http://www.deai-co.net/ 

 

 

http://www.deai-co.net/


 

 

WHO’S NEXT 2020年1月展 ご出展費用 
 

➢ 料金表 
 

服飾雑貨＆プレタポルテ共通 服飾雑貨 
プレタ 

ポルテ 

平米数 
コーナー お申込金 

4-49 ㎡* 50-99 ㎡ 100 ㎡以上  

11/15 までのお申込み 558€ 488€ 428€ 835€ 1,525€ 2,220€ 

11/16-12/15 までのお申込み 586€ 512€ 450€ 877€ 1,600€ 2,330€ 

12/16 以降のお申込み 614€ 537€ 471€ 918€ 1,678€ 2,442€ 

*プレタポルテは 6-49 ㎡ 

 

➢ 最小ブース面積：服飾雑貨：4 ㎡ プレタポルテ：6 ㎡ 
 

➢ その他にかかる費用 

保険料 ： 14 ㎡まで----52€  15-100 ㎡----3,69€ / 1 ㎡ 

 

 

➢ 料金に含まれるもの 

- ビジターガイド/公式ホームページ/モバイルアプリケーションなど展示会

公式カタログへのブランド名記載 

- 出展社バッジ：3 ㎡につき 1 名様分（最大 20 名まで） 

- インビテーション：75 人/15 ㎡（最大 300 人まで） 

- 基本什器（棚及びラック、テーブル、椅子、ゴミ箱など） 

平米数によってご提供させていただける台数など異なって参ります。詳し

い内容は各自出展社ページにてご確認ください。 

- カーペット/パーテーション/サインボード/ライティング 

 

 

 

 

 

➢ ご出展費用算出例： 

■服飾雑貨： 

11/15 までに 4 ㎡コーナー無を申し込んだ場合： 

2,232€（ブース）+1,525€（申込）+52€（保険）=3,809€ 

 

■プレタポルテ： 

11/15 までに 6 ㎡コーナー無を申し込んだ場合 

3,348€（ブース）+2,220€（申込）+52€（保険）=5,620€ 

 

 

➢ お支払いスケジュール 

- ご登録終了後、全体のご出展料にあたる40％の金額を、前払い金として

1週間以内にお振込みください。 

- 11月15日までにご出展費用全額のお支払いを済まされた方につきまして

は、全体のご出展費用より5％の割引を適用させていただきます。 

- ご出展料お支払いの最終締め切りは2019年12月15日となっております。 

※締め切り後は、ご出展費用より更に5％割高になりますことご了承くだ

さい。 

 

 

➢ キャンセルポリシー 

- ID/パスワードにてご出展お申込みのお手続きをされた後のキャンセルは

出来ません。万が一キャンセルになった場合は、ご出展費用全額がキャ

ンセルフィーとして掛かります。 

 
 
 
 
 



PREMIERE CLASSE 2020 年 3 月展ご出展について 
 
PREMIERE CLASSE はファッション及びファッション雑貨の国際展示会です。ファッションウィークの時期に開催されるため、審査基準が高く、次のトレンドを発信するよ

うな斬新なものや、デザイン性の高いアイテムを揃えており、やや高めの価格設定となっております。今まで以上に新たなビジネスマッチングが図れるように、2018 年

10 月展より新たなホール編成がなされ、出展する全てのブランドをチュイルリー公園で展示し、業界のキーパーソンをパリの中心に集結させ、幅広い製品やブランド、

そしてファッション関連の情報にアクセスし易くすることで、パリのファッションシーンを強化し、活気づかせることを目標としています。 

 

次回開催期間：2020 年 2 月 28 日(金)-3 月 2 日(月)／開催場所：チュイルリー公園 

出展プロダクトシーズン：2020-21 年秋冬 
（基本的に出展プロダクトシーズンは 2020-21 年秋冬商品となっておりますが、近年続く気候変動やマーケットの変化により展示商品のシーズンにつきましては各ご出展社様のご判

断にお任せいたします。） 

 

ご出展に関して、皆様からお送りいただく資料を基に審査が行われ、ブース位置が決定されます。 

主催者には世界中から多くの応募資料が届きます。皆様により適したエリアでご出展頂く為にも、審査申請フォームのご記入及び下記資料をご準備ください。 

尚、ご記入は英語またはフランス語でお願いいたします。 

1. 審査申請フォーム記入 会社名・出展ブランド名などのご記入。 

2. ブランド紹介 コンセプトや戦略などのご説明。 

3. 発表予定の商品に関する説明 出展予定の商品写真やカタログ等、なるべく多くのビジュアルを盛り込んだ資料があると審査がスムーズです。 

4. プライスリスト 商品のプライスリストは、卸価格または販売価格のどちらであるかを明記の上、ユーロでご記入ください。 

 

上記資料を揃えて、PDF にて弊社メールアドレス（office@deai-co.com）までご送付ください。 

ご出展の可否、ご出展いただくホールに関しては、2019 年 9 月展の出展者の更新に応じて検討され、審査結果は決定次第すぐにお知らせします。 

結果が出ますと、出展者 ID とパスワードが通知されます。そちらの ID とパスワードで出展者サイトにアクセスいただき、以降の手続きは全て出展者サイトを介して 

情報の登録や編集をしていただけます。 

弊社ではご出展までのフォローを無料で行っておりますので、ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。 

 

株式会社デアイ 担当：榎本・名越 

〒107－0062 東京都港区南青山 5-4-6-308  Tel: 03-3409-9495/Fax: 03-3409-9684  

URL: http://www.deai-co.net/ 

 

 

http://www.deai-co.net/


 

 

PREMIERE CLASSE 2020年3月展 ご出展費用 
 

➢ 料金表（服飾雑貨/プレタポルテ） 
 平米数 お申込金 コーナー 

12/15 までのお申込み 692€ 1.800€ 708€ 

12/16-1/31 以降のお申込み 727€ 1.890€ 743€ 

2/1 以降のお申込み 761€ 1.980€ 779€ 

 

◼ PREMIERE CLASSE ： 1ｍ×4ｍのブース形状 

 平米数 お申込金 コーナー* 

12/15 までのお申込み 760€ 1.980€ 708€ 

12/16-1/31 以降のお申込み 798€ 2.079€ 743€ 

2/1 以降のお申込み 836€ 2.178€ 779€ 

 
➢ その他にかかる費用 

保険料 ： 14 ㎡まで----52€  15-100 ㎡----3,69€ / 1 ㎡ 

➢ 最小ブース面積：服飾雑貨：4 ㎡ プレタポルテ：6 ㎡ 

➢ プレタポルテに関して：チュイルリーテントに展示されているブランドは DRESSING、ル

ーブル及びコンコルドテントテントに展示されているブランドは通常のプレタポルテと

なり、ゾーンの決定は展示会主催者によりなされます。また、DRESSING にはコーナ

ーのご用意はございません。 

➢ 料金に含まれるもの 

- ビジターガイド/公式ホームページ/モバイルアプリケーションなど展示会公式カタ

ログへのブランド名記載 

- 出展社バッジ：3 ㎡につき 1 名様分（最大 20 名まで） 

- インビテーション：1 ㎡につき 3 名様までご招待可能 

- ブースフィッティング：カーペット/パーテーション/サインボード/ライティング 

- 基本什器（棚及びラック、テーブル、椅子、カーペット、ゴミ箱など） 

平米数によりご提供可能な台数は異なって参ります。詳しい内容は各自出展社

ページにてご確認ください。 

- 展示会前及び展示会期間中の会場及びブース内清掃 

 

 

 

 

 

 

 

➢ ご出展費用算出例：  

■服飾雑貨： 

12/15 までに 4 ㎡コーナー無を申し込んだ場合： 

2,768€（ブース）+1,800€（申込）+52€（保険）=4,620€ 

■プレタポルテ： 

12/15 までに 6 ㎡コーナー有を申し込んだ場合 

4,152€（ブース）+1,800€（申込）+708€（コーナー）+52€（保険）=6,712€ 

 

➢ お支払いスケジュール 

➢ ご登録終了後、全体のご出展料にあたる40％の金額を、前払い金として1週間

以内にお振込みください。 

➢ 12月15日までにご出展費用全額のお支払いを済まされた方につきましては、全

体のご出展費用より5％の割引を適用させていただきます。 

➢ ご出展料お支払いの最終締め切りは2020年1月31日となっております。 

※締め切り後は、ご出展費用より更に5％割高になりますことご了承ください。 

 

➢ キャンセルポリシー 

- ID/パスワードにてご出展お申込みのお手続きをされた後のキャンセルは出来ま

せん。万が一キャンセルになった場合は、ご出展費用全額がキャンセルフィーと

して掛かります。 

 

➢ JETRO 支援をご検討されている方 

- ID/パスワードにてご出展お手続き後キャンセルになった場合はご出展費用全額

のキャンセルフィーが発生してしまうため、JETRO 支援が通らなかった場合でも

単独でご出展いただける方のみ ID/パスワードにてお手続きください。 

- JETRO 支援なしでの単独出展が難しい方に関しては、JETRO 支援の結果が出

るまで ID/パスワードでのご出展お手続きはお待ちください。 

- 出展費用のお支払いに関して、JETRO 支援の結果が出るまでお待ちいただけま

すようよろしくお願いいたします。 

- JETRO 支援をご検討されて方はその旨ご連絡ください。 

 

 
 

 
 
 
 


