GET READY for Japan Jewellery Fair 2020
ジュエリー業界によるジュエリー業界のための国際展示会

JJF - An International Jewellery Trade Show, Organised
by Jewellery Industry Professionals for the Jewellery Industry

14-16 OCTOBER 2020

JJF is where Japanese jewellery manufacturers, designers and traders from Japan and around the world unveil their
latest collections for the Japanese market each autumn. To expand your business in the proven and highly rewarding
Japanese market, make sure you join them at JJF 2020.

出展料金のご案内 / Exhibition Options & Participation Prices
スペース小間： ￥422,000 / 1小間（ 9㎡）｜ Raw Space： ￥422,000 / booth(9sqm)

JJA 会員料金 ￥383,300 / 1小間（ 9㎡）

※スペースのみでのお申込みは、18㎡以上からとなります。

尚、スペースのみでお申込みいただいた場合は、自社にて小間設営を行っていただきます。

Note: Exhibitors taking space only must book a minimum
of 18sqm and have to arrange booth decoration by
themselves.
*All prices above exclude consumption tax.

※消費税を別途申し受けます。

パッケージ小間A（スペース+基礎装飾）
： ￥485,000 / 小間
（9㎡）｜ Package Booth A： ￥485,000 / booth(9sqm)
パッケージ小間Aイメージ
（9㎡）/ Package Booth A (9sqm)

JJA 会員料金 ￥440,000 / 小間（ 9㎡）
パッケージ小間A（9㎡）に含まれるもの
スペース（9㎡）、壁面パネル、カーペット、

社名板（和・英社名）、1kwまでの電気使用料金&幹線工事費

Package booth A (9sqm) includes

Space (9sqm), partitions, carpet, company fascia
(Japanese & English), electrical supply up to 1kw
*Minimum booth size is 9sqm.

※「クオリティデザインゾーン」、
「ブライダルジュエリーゾーン」のパッケージ小間は「パッケージ小間Ｂ」になります。
※Package

Booth Type B is for the exhibitors in Quality Design Zoneand Bridal Jewellery Zone.

パッケージ小間B（スペース+基礎装飾）
： ￥515,000 / 小間
（9㎡）｜ Package Booth B： ￥515,000 / booth(9sqm)
パッケージ小間Bイメージ
（9㎡）/ Package Booth B (9sqm)

JJA 会員料金 ￥465,200 / 小間（ 9㎡）
パッケージ小間B
（9㎡）に含まれるもの
スペース（9㎡）、壁面パネル、カーペット、

社名板（和・英社名）、1kwまでの電気使用料金&幹線工事費

Package booth B (9sqm) includes

Space (9sqm), partitions, carpet, company fascia
(Japanese & English), electrical supply up to 1kw
*Minimum booth size is 9sqm.
ジャパンジュエリーフェア2020 に関する詳しい資料をご希望の方は、下記フォームに必要事項をご記入の上、FAX で送信してください。

資料請求フォーム FAX：

03-5296-1018

ジャパンジュエリーフェア2020に関する資料希望

Please send me ▶▶▶

INQUIRY FORM FAX Back to:

+81-3-5296-1018

□ 出展（□和文・□英文）/ Information about exhibiting
□ 来場 / Information about Visiting

会社名 /Company:
部署/Department:

役職 /Position:

氏名 /Name(Mr/Ms):
住所/Address: 〒

TEL:

お問い合わせ

Country:
E-mail:

FAX:

JJF運営事務局 UBMジャパン株式会社

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-8-3 神田91ビル
TEL: 03-5296-1020 FAX: 03-5296-1018
E-mail: info@japanjewelleryfair.com

INFORMATION

The JJF Secretariat Office, UBM Japan Co Ltd,

Kanda 91 Building, 1-8-3 Kaji-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0044 Japan
TEL: +81-3-5296-1020 FAX: +81-3-5296-1018
E-mail: info@japanjewelleryfair.com

