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日本の革製品の品質の高さやデザイン⼒を広く海外へ PR するために、令和４年３月に中国の上海
で開催予定の ONTIME SHOWにおいて、一般社団法人日本皮革産業連合会は JAPAN ブース
を設置することになりました。初めての出展となります。 この JAPAN ブースへの出展を希望する事業者
は、 10月 1 日（⾦）（17時必着  e-mail 送信）までに別添の「ONTIME SHOW・JAPAN 
ブース出展応募用紙」に記載、添付書類をご準備の 上、JLIA 国際展示会事務局まで、e-mailでご
応募下さい。募集要項は別添の通りです。 
 
一般社団法人日本皮革産業連合会 会員団体傘下事業者以外も応募いただけます。 尚、出展事
業者は、展示会主催者にて、ブランドとコンセプトへの合致度、全体のバランス等を勘案した審査を経
て、選定されます。審査結果は、令和４年２月末頃にご連絡いたします。（出展決定前に出展準備
を進めていただきます）。 
 
 【提出物】 

◆ 出展応募用紙（本用紙）  
◆ ブランドロゴ JPGデータ（100px x 100px）もしくはaiデータ 
◆ 出展ブランドの直近シーズンのルックブック1種類 PDFデータ 10MB以下 

無い場合は出展ブランドの製品写真(5〜10点)をPDFでまとめたデータ10MB以下 
（ブランドの世界感が良く伝わるものが好ましい） 

◆ 出展ブランドまたはデザイナーのメディア露出資料（あれば、主催者への提出書類で
す） PDFデータ 10MB以下 

 
 【送付先メールアドレス 及び問い合わせ先】 
 JLIA 国際展示会事務局 
 担当： 撫養（むや）、妹尾（せのお） 
 電話番号：080-7661-0022  ／  e-mail：ontime@jlia-ex.jp  
 （電話は問い合わせのみ） 
 （受付時間：平⽇ 10:00〜17:00）  

ONTIME SHOW (上海)（バイヤー向け展示会） 

JAPAN ブースへの出展事業者募集について 
一般社団法人日本皮革産業連合会 



 
――――――ONTIME SHOW上海―――――― 

＊2021年4月展示会実績 

 来場者数：24,600名 
- バイヤー数：14,800名（セレクトショップ） 
- ブランド関係者：3,340名 
- ⼩売関係者：2,520名（百貨店、ディベロッパー等） 
- 媒体関係者：1,210名 

 来場者エリア 
中国（85％）韓国（3％）日本（2％）アメリカ（2％）フランス（2％）その他（6％） 
- 華東地区：52%（上海市、江蘇省、浙江省等） 
- 華南地区：16%（福建省、海南省、広東省等） 
- 華北地区：14%（北京市、天津市、河北省、⼭⻄省等） 
- 中部地区：7% （四川省、陝⻄省等） 

 出展ブランド：217ブランド 
 中国（85％）韓国（3％）日本（2％）アメリカ（2％）フランス（2％）         

その他（6％） 
 アパレル（53％）アクセサリ（27％）靴（９％）バッグ（６％） 
 レディース（67％）、メンズ（14％）、ユニセックス（19％） 

 主なブランド 
 HAIZHEN WANG, ANNENONO, ANGEL CHEN, MIMBLANCHE, DYMONLATRY 

 受注しやすい価格帯 
*海外バッグ・シューズの場合 
 卸値：300〜700 元、店頭上代：1,000〜2,000元 
 

 

  



 

1. 展⽰会名：ONTIME SHOW 
2. 開催⽇時：令和４年３月第５週頃の５日間（日程未定） 
3. 会 場：上海West Bund Art Center 
4. 出展品⽬：⾰製の靴、バック、鞄、雑貨（⼩物、ベルト、⼿袋等）、⾐料など並びに以下①②の

いずれかを満たすものとする(革製品とは表面積の6割以上に革を使用した製品を言う)。 
①日本製の革製品  
②日本製の革を使用した革製品（製品の原産国を問わない） 

5. 補助費⽬：出展料、基本装飾費⽤、パンフレットへの企業名掲載費⽤、共通通訳費⽤及び本
件に関わる、様々なアレンジに要する費用※会合出席費用、専属通訳雇費用、渡航費・滞在
費、展示品の輸送費・保険費用等の個別にかかる費用及び前項に定める以外の経費について
は、全額、出展事業者にご負担いただきます。主催者への申請書やジャパンブース広報資料等の
提出物は日本語と英語でご提出いただきます。翻訳が必要な場合には、翻訳先をご紹介させてい
ただきます。 

6. 出展企業数：⽇本の 10 事業者程度 
7. コンセプト：⽇本製の⾰製品並びにその素材である⽇本で鞣された⾰の品質の⾼さ、デザイン⼒の

高さをアピールし、海外展開を促進していくための一助とする。 
8. 審査基準・選考⽅法： 

募集要項に沿って別紙の応募用紙の提出を受けた後、展示会主催者による審査を経て10事業
者程度の出展事業者を選定します。審査は提出書類(出展ブランドのルックブック、製品写真等を
含む)を以下１）〜5）の審査基準に基づき、⾏います。 
 

   1）ブランドの世界観 
2）ブランドのデザイン性、オリジナリティ、クリエイティビティ 
3）世界的な知名度（どんなお店で売っているか。どんなデザイナーが作っているか。どんなプレスで

紹介されているか等） 
4）著名人等からの支持（どんな人が使っているか等） 
5）ONTIME SHOWバイヤー（中国など）からの受注に繋がる可能性のある商品か。 

また、日本国内で皮革産業を営む企業であり、「4.出展品目」の条件と「7.コンセプト」を満たし
ており、原則として、直近の会計年度の売上⾼ 500 万円以上(複数の事業がある場合は革等
製品関係の年間売上⾼が 500 万円以上とする)であり、 令和４年１月末までに中国語又は
英語のホームページまたは SNS を開設し、展示会までに海外との商談、アフターフォローが出来る
体制（中国語⼜は英語、貿易、メール対応等）を整える企業を選定することとします。 

 

ONTIME SHOW（上海） 出展者募集要項 



9. その他留意事項  
(ア) 海外展開に経営方針として取り組んでいくことを前提とする出展をお願いします。海外展

開には時間がかかるので、出来るだけ最低３年間は、同じ担当者で、継続出展をお勧
めします。 

(イ) 中国のモバイル決済や銀⾏⼝座を使⽤した取引を好むバイヤーが多く、⽇本への送⾦が
難しいので購入をやめる可能性があります。中国にこれらの口座をお持ちで無い場合は、
委託先のパートナーの㈱CONEST を介したお取引を⾏うか（有料）、⼝座をお持ちの
代理店等を介した取引のフローを事前にご準備ください。 

(ウ) できるだけ各社で中国語又は英語のポストカード又はパンフレットを作成し、現地での配
布をお願いします。 

(エ) ジャパンブースの運営に支障をきたすと一般社団法人日本皮革産業連合会が判断した
場合、その他本連合会が適当でないと認めた場合には、出展を認めないことがあります。 

(オ) 搬⼊から会期中及び展⽰会終了後の搬出まで、原則として１事業者１名以上のアテ
ンドをお願いします。展示会の効果を高めるために、出来るだけ英語又は中国語が話せ
る方がブースについてください。ただし、本年度は、新型コロナウィルスの感染拡⼤のため、
アテンドができない場合でも出展を認めますが、商談に必要な情報（商品説明、卸売
価格、取引条件等）を提供していただきます。 

(カ) 展示会後海外バイヤー等と中国語や英語で連絡ができる体制を整えてください。 
(キ) 展示会場での展示品の販売はご遠慮下さい。 
(ク) 出展されました際には、事務局が実施する各種調査（回答内容は連合会の会議等で

報告させて頂きます）にご協⼒いただくと共に会議等で受注内容等の報告をしていただ
きます。 

(ケ) 応募用紙に記載いただいた内容、情報は、選定委員会および展示会主催者における
選定参考資料としてのみ用いることとし、その他には提供しません。 

(コ) 本事業は、一般社団法人日本皮革産業連合会の事業として外部委託（委託先は㈱
ADK マーケティング・ソリューションズ及び㈱ADK クリエイティブ・ワン）にて⾏います。詳
細な打ち合わせ等については、出展事業者が決定した後、委託先と⾏っていくこととなり
ます。 

(サ) 受注を目的とした出展でお願いします。 
 

 

 



一般社団法人日本皮革産業連合会宛 

① 出展者概要
企業名
代表者名
企業設立年
資本金
従業員数
直近の会計年度の企業の売上高
(複数事業がある場合は革等製品関係)：
（原則500 万円以上が条件となります。）

（ ）万円

担当者名

担当者名／連絡先電話番号

担当者名／メールアドレス

② 業種等
業種

所属団体

③ 出展品目とその割合
性別
商品

④ 出展希望ブランド概要（出展できるのは１ブランドです。）
ブランド名
製品の原産国
使用皮革の産地(最終仕上げをした国)
⑤ 展示会までに海外との商談、アフターフォローができる体制（英語、貿易、メール対応等）

⑥ 部分使いを含むワシントン条約（CITES）関係商品・オーストリッチ関係商品について

⑦ 今後の海外展開の方針（経営上の重要度、重点を置く国や市場など、可能な範囲でお書き下さい。）

⑧ 本出展を通じての目標（継続出展の場合、過去の成果及び今回の目標を記入して下さい。）

（CITES 製品の輸送は、輸送会社を自社で確保の上で申し込んで下さい。また、部分使いを含むワシントン条約関係商品を出展される場合は、輸送会社のブルーラインへ依
頼する場合の見積もり依頼期限は10月20日ですので、予めご了承下さい。他の輸送会社の場合も、展示会に間に合うことを御確認の上、ご応募ください。）

□上記体制を整えます。

□上記素材を使用したものを出展します。    □上記素材を使用したものを出展いたしません

ONTIME SHOW・JAPAN ブース出展応募用紙

私は、日本ブースへの出展コンセプト、その他の留意事項を含む募集要項記載事項を了解の上、令和４ 年３ 月開催予定のONTIME SHOW･JAPAN ブースへ
の出展に応募します。

・ブランドカタログは1 種類のみとします。

・応募用紙は指定の言語（英語／中国語(簡体字)）で記入し、指定が無い欄は日本語で記入してください。
・出展ブランドのロゴ、ルックブックまたは写真5〜10種類、メディア露出資料のデータをご提出下さい（メディア露出資料はあれば。主催者への提出書類
です）。
・ルックブック（または製品写真）はブランドの世界観が良く分かるものが好ましい。

□婦人向け    □紳士向け    □ユニセックス
□靴：＿＿＿＿％   □バッグ：＿＿＿＿％   □カバン：＿＿＿＿％   □小物：＿＿＿＿％   □
ベルト：＿＿＿％  □手袋：＿＿＿＿％   □衣料：＿＿＿＿％                 □そ
の他（             ）＿＿＿％

□メーカー   □卸   □小売   □その他（           ）

□組合等の業界団体に加入している（所属団体：                        ）

□組合等の業界団体に加入していない                              （注：
一般社団法人日本皮革産業連合会 会員団体傘下事業者以外も応募いただけます。）



⑨ 上記⑧での受注目標金額を記載ください。

（ ） 万円

⑩ 輸送業者
展示品の輸送業者の紹介を希望しますか？

☆⑪〜⑱はONTIMESHOW主催者へ申請されますので、所定の⾔語で記載ください。
⑪ ブランド基本情報 ＜英語で記載ください＞ ＜中国語で記載ください＞

ブランド名／品牌名称

会社名／公司名称

メールアドレス／邮件地址

会社住所／公司地址

ブランド設立年／品牌成立时间

ブランドの国籍／国籍

ブランドの拠点都市

社員数／团队人数

売り上げ（中国元）／运营规模

⑫ ブランドカテゴリー／品牌类型

アパレル／服饰

ライフスタイル／生活方式

⑬ デザイナー／设计师

デザイナー名／设计师姓名

電話番号／设计师电话

メールアドレス／设计师邮箱

デザイナーの最終学歴／毕业院校

卒業年／毕业时间

国籍・都市／设计师国籍/城市

デザイナー紹介／设计师介绍

⑭ 展示会担当者連絡先／展会联络人
担当者氏名／展会联络人

役職／职务

電話番号／电话号码

Email

アクセサリ／配饰

□はい、ご紹介お願いいたします    □いいえ、不要です

□メンズ／男装  □レディース／女装  □ユニセックス／男女装

□インテリア／家居设计   □その他／其他

□メンズ／男装  □レディース／女装

□アクセサリ(小物含む）／非珠宝首饰   □時計／手表   □メガネ／眼镜   □バッグ／包
□ジュエリー／珠宝   □靴／鞋子   □帽子／帽子   □スカーフ／围巾   □その他／其他



⑮ ブランド紹介／品牌介绍

ブランド紹介／品牌介绍

⑯ ブランド販売チャネル／品牌销售渠道

直営店舗／直营店 □直営店舗を持っている／直营店铺　　　　　　　□現在直営店はない／暂无直营店铺

→直営店舗をもっている場合：店舗名
都市名／城市（複数ある場合複数ご記入く
ださい）

卸先店舗名／合作店铺名称（複数ある場合

複数ご記入ください）

オフライン店舗数／线下店铺数量

オンライン店舗名(EC名）／线上店铺（複

数ある場合複数ご記入ください）

オンライン取扱店舗数／线上店铺数量

URL／网址

生産国／制造生产地

⑰ 価格帯／品牌价格区间

通貨

中国小売り価格帯／零售价
（中国で販売されていない場合は日本の価
格帯をご記入ください）

中国での平均的な卸掛け率／平均折扣
（中国で販売されていない場合は日本の卸
掛け率をご記入ください）

オーダーミニマム金額／最小订货量

オーダー締切時期／订货截止时间点

（３月展での受注締め切り時期）

追加発注リードタイム／平均补货周期

⑱ SNSアカウント／品牌社交媒体帐户

公式ホームページ／官网
Instagram（フォロワー数／关注量） （               ）
Facebook（フォロワー数／关注量） （               ）
ウェイボー／微博（フォロワー数／关注量） （               ）
Wechat／微信（フォロワー数／关注量） （               ）

★メール書類等チエックリスト

□ONTIMESHOW・JAPAN ブース出展応募用紙（本用紙）
□ブランドロゴ JEPGデータ(100px×100px）もしくはaiデータ
□出展ブランドの最新のルックブック1種類 PDFデータ 10MB以下。
 無い場合は出展ブランドの製品写真(5〜10点）をPDFでまとめたデータ 10M以下。 
（ブランドの世界感が良く分かるものが好ましい）
□出展ブランドやデザイナーのメディア露出資料 PDFデータ 10MB以下（あれば。主催者への提出書類です）
令和３年10月1日(金）17:00までにご提出ください。応募先：ontime@jlia-ex.jp

□RMB      □EUR       □USD


