
ビューティーワールド ミドルイースト2021
出展のご案内

メッセフランクフルト ジャパン株式会社



ビューティーワールド ミドルイースト 2021 開催概要

中東最大級の美容・ヘア・フレグランス・ウェルネス製品の国際見本市

会期: 2021年10月5日(火)－7日(木) ※毎年開催

会場: Dubai International Convention and Exhibition Centre 
(UAE・ドバイ）

展示スペース:  62,022㎡（gross) （2019年開催実績）

出展者数:  1,803社／68ヵ国・地域 （2019年開催実績）

来場者: 44,256名／138ヵ国・地域 （2019年開催実績）

主催： Messe Frankfurt Middle East GmbH
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中東市場について
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出展製品カテゴリー

ホールプラン
調整中
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 フレグランス
 コスメティック ＆ スキンケア
 パーソナルケア
 ナチュラル ＆ オーガニック
 ヘア、ネイル、サロン向け用品
 機器、包装、原材料



■■ 第4回 ジャパンパビリオンのご案内 ■■
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【出展のメリット】
個別出展では難しい好ロケーションでの出展が可能に！
初出展でも準備がスムーズな施工・家具込のパッケージブースです！
ジャパンパビリオン統一のデザインによるパッケージブースの使用により、“日本”の存在感を強調！
公式サイトやプレスリリースでの告知を通じてジャパンパビリオンの出展をPR!
日本語での出展サポート！

ジャパンパビリオン出展申込締切：
現時点では締切日は設定されておりません。

スペースが埋まり次第募集を終了いたします。

＜提出書類＞
1) ジャパンパビリオン出展申込書
2) ご担当者様のお名刺のコピー（日本語）
3) 出展予定製品情報がわかる資料（カタログやウェブサイト等）

※ジャパンパビリオンはメッセフランクフルトジャパン（株）が運営するプロジェクトですが、ビューティーワールドミドル
イーストの出展は、見本市主催者であるMesse Frankfurt Middle East GmbHと出展者との契約となります。
よって、出展規定は同社が定める出展規定（Exhibition Terms and Condition)が適用されます。

※ジャパンパビリオンは日本国内で企画された製品、また主な事業所が日本国内に所在する企業を対象とします。

出展申込後の取消し：会期4ヶ月以上前までの出展取消：出展料金の50%を申し受けます。
会期まで4ヶ月を切ってからの出展取消：出展料金の100%を申し受けます。

＜提出先＞ メッセフランクフルトジャパン（株）海外見本市チーム 担当：疋田
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋1-3-2 曙杉館7F
Email: info@overseas-fairs.com Tel: 03-3262-8444



■■ ジャパンパビリオンのご案内 ■■
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ジャパンパビリオン・パッケージブースのご案内

料金 (1㎡あたり)：
USD165.00  + 付加価値税 VAT5%
＜パッケージブースに含まれるアイテム＞

12㎡の場合
個
数

社名板 1
カウンター 1
ガラスショーケース 1
テーブル 1
チェア 4
棚板 3
ゴミ箱 1
LEDスポットライト 3
パンチカーペット 1
コンセント(UK 3-pin) 1

※ジャパンパビリオン パッケージブースのイメージ（変更となる場合がございます）

初出展でも安心なブースデザ
インと家具が含まれたパッ
ケージ！

展示品を持ち込むだけで出展
が可能です。

通常のパッケージブースイメージ（Maxima）



出展にかかる費用 ■■ ジャパンパビリオンの場合 ■■
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【A】+【B】の合計を費用としてご計算ください。

【A】出展料金 ※スペース代 （単独出展の場合の料金も同様）

● 1面開放: USD 485.00 /㎡
● 2面開放: USD 495.00 /㎡

※ ジャパンパビリオンは最低12㎡（奥行き 3m x 間口 4m）からのお申込みとなり、
間口を1m単位で追加いただけます。（例：12㎡、15㎡、18㎡、21㎡・・・）

※ ジャパンパビリオンの構成上、出展面積の調整をさせていただく可能性がございます。
※ 上記の料金に付加価値税VAT5%が課金されます。

【B】ジャパンパビリオン パッケージブース料金
1㎡あたり： USD165.00  
※ 上記の料金に付加価値税VAT5%が課金されます。

＜ジャパンパビリオン出展料参考例＞
例: 1面開放／12㎡で出展した場合 ※USD1=110円にて計算

（USD485.00＋USD165.00 ) × 12㎡ × VAT5% x 110円換算

＝ 約 90万円

早期出展申込み割引5%オフ！
申込期限： 2021年3月31日（水）
※但し、お申込み後2週間以内に出展料の30%を

ご入金いただいた場合のみ適用されます。



【A】出展料金 ※スペース代
● 1面開放: USD 485.00 /㎡
● 2面開放: USD 495.00 /㎡
● 3面開放: USD 505.00 /㎡
● 4面開放: USD 515.00 /㎡
※ 最低9㎡からのお申込みとなり、1㎡単位で追加いただけます。
※ 出展ゾーンによってはキャンセル待ちの場合がございます。

【B】基本施工料金
基本施工 “Maxima（家具なし）” : USD 95/㎡

“Maxima plus（家具付き）”:  USD 115/㎡
※17㎡以下でのお申込みの場合、“Maxima”、または“Maxima plus”の使用が必須となります。
※上記の料金に付加価値税VAT5%が課金されます。

＜出展料参考例＞ ※USD1=110円にて計算

例: 1面開放12㎡で基本施工 “Maxima plus（家具付き）”で出展した場合

（USD485.00＋USD115.00) × 12㎡ × VAT5% x 110円換算
＝ 約 83万円

出展にかかる費用 ■■ 単独出展の場合 ■■

【A】+【B】の合計を費用としてご計算ください。
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早期出展申込み割引5%オフ！
申込期限： 2021年3月31日（水）
※但し、お申込み後2週間以内に出展料の30%を
ご入金いただいた場合のみ適用されます。



展示の様子（2019年 ジャパンパビリオン）



展示の様子（ 2019年 ジャパンパビリオン）



展示の様子（ 2019年 ジャパンパビリオン）



【出展・来場のお問合せ】

メッセフランクフルト ジャパン株式会社

海外見本市チーム 疋田（ひきた）
Tel: 03-3262-8444  

Email: info@overseas-fairs.com
Website: www.beautyworldme.com
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