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開催要項 

日時：2019年３月 12日（火）～14日（木）10:30-19:00 

                   （搬入３/11(月)夕方～、3/14(木)展示会終了後～） 

会場 ： BUNKA FASHION INCUBATION 10th Floor 

主催 ： AMBIANCE OFFICE 

 

◆出展スペース 

A ブース ： <９㎡相当> 

B ブース ： <６㎡相当> 

C ブース ： <３㎡相当>   ＊Ｃはアクセサリー、雑貨、小物用ブース。 

※上記以上の広めのスペースが、ご希望の場合は、個別にご相談に応じます。 

※継続割引。今季以降連続して 2 回以上連続出展する場合は、出展料から 5%割引の適用が可能です。 

 

◆参加対象 

レディスウェア、メンズウェア、アクセサリー、バッグ、シューズ、雑貨、小物など。 

 

◆申込み及び、審査までの流れ 

エントリーシートと必要な資料をメールにてご送付ください。 

メール確認後、一両日中に事務局からメールにてご連絡致します。 

審査の日程を決定し、直近（前又は前々シーズン）のサンプル実物を拝見させて頂きます。（地方の場合は郵送も可能。） 

審査後、参加の合否を決定致します。審査は、エントリー先着順とさせて頂きます。 

※弊社展示会にクリエイションやテイストが合わないなどの場合は、審査の前に参加をお断りする場合がございます。 

 

◆展示什器 

ウェアは、基本のラック（Ｗ120cm×1~6 本）をブースの広さ・商品数に応じて、事務局サイドで用意します。 

ウェア以外は、基本のテーブル（W180cm×D60cm 予定）を事務局サイドで用意します。 

その他、マネキン、鏡など什器の手配を希望される場合は、申込締結後に別途オプション表をお渡し致します。 

 

◆会場全体のレイアウト（ブース位置） 

フロア、ブースの位置は、出展内容等を勘案し、事務局が決定します。 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先：AMBIANCE 事務局 03-6875-5858 mail@ambiance-lesinsectes.com 



 
                                    AW19 Showroom  

ENTRY SHEET 

必要事項を記入の上、下記の必要資料（全て PDF ファイル形式）と一緒に、2018年 12月 17日（月）迄にメールにて、 

ご送付ください。 

①エントリーシート（スキャナデータ） 

②デザイナープロフィール 

③代表的なサンプル画像データ 10 点、又はルックデータ（画像データの場合は JPG 形式も可） 

④商品リスト又は、ラインシート（商品の価格帯がわかる資料） 

 

※メールタイトルには「AW19 エントリー（ブランド名）」と表記下さい。 

※データの容量が大きい場合は、予めデータ容量を縮小、圧縮または、大容量ファイル送信サービスなどをご利用下さい。 

※万が一、メール送信後１週間以上経っても事務局からの返信がない場合は、メール又はお電話にて再度ご連絡下さい。 

会社名  ブランド名  

デザイナー名  担当者名  

住所 〒 

TEL  FAX  

Email  website  

Q1.出展商品  該当する項目に☑を入れてください。 

  □レディスウェア      □アクセサリー     □その他（                ） 

Q2.ブース   該当する項目に☑を入れてください。 

  □Ａ(９㎡相当)         □Ｂ(６㎡相当）      □Ｃ(３㎡相当）*アクセサリー、雑貨・小物専用ブース 

Q３.プレスについて   該当する項目に☑を入れてください。 

  □社内にプレスオフィスがある       □社外にプレスオフィスがある[エージェント名：                 ] 

Q5.展示会、コレクション（ランウェイ）への出展実績について    該当する項目に☑を入れてください。 

 （国内：□毎シーズン □＿＿＿年毎に参加 □個展のみ   ／  海外：□毎シーズン □＿＿＿年毎に参加 □一度も参加経験なし） 

  参加頻度の高い展示会名、過去に参加したコレクション名を複数ご記入下さい：（国・シーズン・展示会／コレクション名） 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

Q6.現在継続中の取引先（国内：    件／海外：   件） 

  代表的な取引先名称を複数記入下さい：（国・市・ショップ名・ショップ形態（百貨店／セレクトショップ／個人店））                        
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前回の出展ブランド    

 

a.saught  -Women's wear Japan ／ ADDICT NOIR  -Women's wear Japan ／ Ammoment  

-Leather bags, wallets and accessories Worldwide ／ ANNA LED  -Women's wear  Worldwide／

CROCE CROSS -Women's wear Japan ／ AL SOLITO -Bags Japan ／ NAGAE+ -Lifestyle 

accessories  Japan ／ AAN  -Women's wearWorldwide ／ ABRAHAM K HANGUL -Women's 

wear  Worldwide ／ CODENAME: LOOLAPALOOZA -unisex wear  Worldwide ／  

MUSE BY ROSE  -Women's wear  Worldwide ／ Candle.lv  -Soy wax candles  Latvija ／  

gardé collective-dress-  -Women's wear  Japan ／ GiNGi  -Women's, Men's hats Worldwide ／ 

Goto Asato  -Women's wear Worldwide ／ GREESE  -Women's wear  China, Japan ／ ilme 

-Women's wear  Japan ／ ko haction  -Women's wear, Men's wear  Japan ／ moi-même  

-Women's knit wear  Japan ／ NINETEENEIGHTY with MCC GLOBAL  -Women's wear, Men's 

wear  Worldwide ／ Recouverture  -Women's wear  Japan ／ SAKA  -Sculptural Jewelry  

Japan ／ SEIJI INOUE -Women's wear Japan ／ STATICE  -Women's wear  Japan ／ SUÉSADA  

-Women's wear  Japan ／ TISSU ROUGE  -Women's wear  Japan ／ TTZO BARCELONA  

-Women's, Men's sports shoes   Worldwide 

 

主な来場実績    

 

<BUYER> 

株式会社アバハウスインターナショナル、株式会社アダストリア、アッシュペーフランス株式会社(destination Tokyo, WUT)、

株式会社アンネ松本、株式会社ビームス、株式会社上野商会（GARDEN、LHP、RAWLIFE、ROYAL FLASH）、株式会社エイ・

ネット、エディフォーメイション株式会社、株式会社カワノ、株式会社銀座マギー、株式会社クレヨン、株式会社こまつコーポ

レーション、株式会社コードスリー、サキヤクリエイト株式会社、株式会社サンモトヤマ、株式会社ジオン商事、株式会社シッ

プス、株式会社シンゾーン、株式会社東京ソワール、株式会社トラヤチェーン、有限会社トラント、株式会社パノラマ、株式会

社パル（GALLARDAGALANTE)、株式会社ハースト婦人画報社（ELLE SHOP.JP）、株式会社バーニーズ ジャパン、株式会社ビ

ギ、株式会社ビームス、株式会社フレームワークス、株式会社ベイブルック、株式会社ベルビーモア、株式会社ポーラ、株式会

社ヤマダヤ、株式会社ライトアップショッピングクラブ、マツヤインターナショナル株式会社、株式会社マナマナ、株式会社三

松、株式会社メルローズ、株式会社ユナイテッドアローズ、株式会社レイジースーザン、株式会社レリアン、伊藤忠ファッショ

ンシステム株式会社、株式会社オンワード樫山、森ビル株式会社（表参道ヒルズ）、株式会社パルコ、株式会社ラフォーレ原宿、

株式会社ルミネ、株式会社井筒屋、株式会社ジェイアール西日本伊勢丹、株式会社そごう西武、株式会社近鉄百貨店、株式会社

京急百貨店、株式会社京王百貨店、株式会社京阪百貨店、株式会社髙島屋、株式会社東急百貨店、株式会社東武百貨店、株式会

社阪急阪神百貨店、株式会社松屋、株式会社三越伊勢丹、株式会社三越伊勢丹ホールディングス、株式会社 JP 三越マーチャンダ

イジング、Hubert Koekenberg (New Zealand) 、ShangHai HAYI Trading Development Co.,Ltd. 、GREEN’S TRADING 

CO.,LTD.(Hong Kong) 、Triplex& Trois Trading Co.,Ltd.(Hong Kong) 、OTTE(New York) 、KEVIN HOUSE(London)、他。 

<PRESS> 

株式会社繊研新聞社、株式会社 INFAS パブリケーションズ、学校法人文化学園文化出版局、株式会社ハースト婦人画報社、日本

放送協会、株式会社オールアバウト、QUOTATION FASHION ISSUE、change fashion.net、DEED FASHION.com、Journal 

Cobocci、roomsservice など。 

 


