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日露貿易投資促進機構事務局
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１．第5回国際建築・建設・インテリア展示会 ～美しい家・ロシア建築サロン－2014～
国 際建 築・建 設・インテリア展示 会 ～美しい家・ロシア建築サロン－2014～ は、モスクワで開 催さ
れるロシア最大の住宅展示会で、今回が 5 回目の開催となります。
ロシア国 内 のみならず外 国 からも、多 くの建 築 家 、デザイナー、住 宅 メーカーが出 展 し、 快 適 で機 能
的、そして美しい生活空間を提案します。
平成 26 年(2014 年)10 月 23 日(木)～26 日(日)
モスクワ・クロッカス国際展示場
(«Crocus Expo» International Exhibition Center, Moscow)
3)主催者
World Expo Group 社
4)出展対象 住宅・住宅設計・住宅工法 (ログハウス・ツーバイフォーなど)
建材(ドア・窓・外装・内装、屋根、塗装 )、エクステリア
5)規模
出展者数約 390 社、来場者数約 19,000 人(2013 年第 4 回実績)
6)公式サイト http://www.archi-expo.ru/en/
1)開催期間
2)会場

２．日本企業展示スペースの設置
日露 貿易 投 資促 進 機構 事務 局 (一 般社 団法 人ロシアNIS貿 易会)では、日本 の住宅、建 材のロシア
への輸出促 進を図るため、国際建 築・建設・インテリア展示会 ～美しい家・ロシア建築サロン－2014
～に、16㎡の展示スペースを確保し、出展する日本企業を募ります。

３．出展費用
第5回 国際 建築・建設・インテリア展示会 ～美しい家・ロシア建築サロン－2014～ への出展にあ
たっては、平成 26年 度 経 済 産業 省 管 掌 国 庫 補助 事 業 ロシア地 域 貿 易 投 資 促進 事 業 ビジネスマ
ッチング・コンサルティング事業 ビジネスマッチング推進事業 派遣型ビジネスマッチング事業 対ロシ
ア貿易・投資促進ビジネスマッチングの適用により、展示スペース料、ロシア語 パンフレット作成料など
が無料となります。詳しくは添付の出展要項をご覧ください。

４．お問い合わせ先
一般社団法人ロシア NIS 貿易会(日露貿易投資促進機構事務局)
担当 業務部 原
電話 03-3551-6215 ファックス 03-3555-1052
E メール webmaster@rotobo.or.jp
〒104-0033 東京都中央区新川 1-2-12 金山ビル 5F

添付資料
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出展者内訳
建設 28%

建材 29%

暖炉 3%
ジャグジー 2%

家具・インテリ
ア 7%

階段・手すり 3%
設計 21%

その他 7%

来場者のうち専門業者内訳
その他 20%

設計・デザイン 23%

建材業者 21%
建設・修理 28%
家具メーカー又は販売店 8%

２.モスクワ・クロッカス国際展示場
会場となるモスクワ・クロッカス国際展示場(Crocus Expo)は、モスクワ中心地から北西、環状自
動車道路(MKAD)沿いに立地。16ホール、95,000㎡の展示スペース、20,000台収容の駐車場が
あり、ロシア最大の展示場。
所在地
Russia, 125124, Moscow,
3-ya ul. Yamskogo Polya, D. 14/16

モスクワ・クロッカス国際展示場地図

４．第5回国際建築・建設・インテリア展示会 ～美しい家・ロシア建築サロン－2014～
出展者応募要項
(1) 対象企業の条件
①業種：住宅・建材・エクステリアの製造業者、商社、施工業者、住宅設計事務所等
②製品・商品・サービスのロシアへの輸出、現地生産を計画していること。
③日本企業あるいは日本企業が設立した現地法人 であること。
(2) 募集出展者数

3社程度

(3) 出展者の決定

出展申込書先着順

(4) 出展費用の助成
平成26年度経済産業省管掌 国庫補助事業 ロシア地域貿易投資促進事業 ビジネスマッチ
ング・コンサルティング事業 ビジネスマッチング推進事業 派遣型ビジネスマッチング事業 対
ロシア貿易・投資促進ビジネスマッチングの適用により、次の費用が助成されます。
① 登録料
② 展示スペース料
③ 展示ブース設営費・撤収費
④ ロシア語パンフレット作成料
⑤ 現地で団体行動する際の車両費
⑥ 商談用通訳雇用費
⑦ 登録貿易アドバイザー相談費用
(5)出展者の負担となる費用
①出展品等の輸送梱包費、輸送費、通関料
②出展企業のオーダーによる什器備品借用費、および工事・設営費
③展示会終了後の出展品等の処理に要する経費
④出展企業担当者の渡航費
(6)応募方法
出展申込書に必要事項を記入のうえ、平成26年7月31日(木)までに、e-mailまたはファックス
にて下記に提出してください。
一般社団法人ロシアNIS貿易会(日露貿易投資促進機構事務局)
担当 業務部 原
電話 03-3551-6215 ファックス 03-3555-1052
e-mail webmaster@rotobo.or.jp
〒104-0033 東京都中央区新川1-2-12 金山ビル5F

第5回国際建築・建設・インテリア展示会
～美しい家・ロシア建築サロン－2014～
出展申込書
一般社団法人ロシアNIS貿易会(日露貿易投資促進機構事務局)
担当 原 宛
ファックス 03-3555-1052
e-mail
webmaster@rotobo.or.jp
申込日：平成 26 年

月

日

企業名：

印

代表者名：

所在地：〒

ホームページ

担当者の部署：

担当者の役職・氏名：

電話：

e-mail ：

自社PR

出展予定品：

ファックス：

