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THE RISE
OF HYBRID WORK



『オルガテック東京』はオフィス・施設のプラニングやインテ

リアデザイン、設備機器、マネージメント等、ワークスペースづ

くりをワンストップで提案する新たな国際トレードショーです。

『TOKYO』を世界の情報発信拠点と位置づけ、国内はもと

より、いま最も変化と多様性に溢れるアジア市場を対象に、新

しいオフィスデザインとワークスタイルの再定義を目指します。

70年の実績を誇り、最先端のオフィス環境を提案し続けてきた

『オルガテック』ブランドの初の国外展開が、ケルンメッセと

日本オフィス家具協会との戦略的パートナーシップにより実

現しました。巨大なアジア市場における業界唯一のコミュニ

ケーション・プラッフォーム『オルガテック東京』へ是非ご参加

ください。

 アジアのオフィス家具業界において、
質の高い展示会への要望が高まって
いる中、「オルガテック」を来年日本で
開催できることは大変喜ばしいこと
です。オフィス家具業界も新型コロ
ナウィルスの影響を大きく受けました
が、2020年下期には回復の兆しも
見られ、2021年以降はアジア太平
洋地域では需要の拡大が期待されて
います。” 

一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA） 

会長  黒田 章裕氏

これからのオフィスデザインと
ワークスタイルを提案する

新ビジネス・
プラットフォームが
誕生！
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『オルガテック東京』は、世界に対して自社の革新技術やソリューションを発信できるだけでなく、世界の最新トレンド
に触れられる併催プログラムを多数用意し、国内外のステークホルダーが一堂に会する国内唯一にして最高峰のビジ
ネス環境を提供します。

デザイナー、ディベロッパー、建築家、プランナー、投資家、インテリアコーディネーター、大手小売店や卸売業者、大手
企業のトレーダーや中小企業の経営者やオーナー等、業界のキーパーソンが集う『オルガテック東京』は、ワークプレイス
をデザインする人々にとって大変貴重なビジネスチャンスです。

 デザイナー
 建築・設計
 インテリア デザイナー
 ファシリティ プランナー
 ファシリティ マネージメント
 プロジェクト開発者
 ディベロッパー
 投資家
 不動産業

 卸売業
 小売業　
 官公庁・教育機関
 公共施設
 病院
 飲食・ 宿泊施設　
 企業経営者・オーナー
 その他

 オフィス・施設デザイン・設備
 オフィス・施設用家具　
 照明技術　 壁材・床材　
 遮音材・吸音材　 化粧室デザイン・関連技術
 会議設備・IT/電気・通信関連技術

 映像・音響関連技術　 宿泊施設関連技術
 スタジオ関連技術　 リモートオフィス関連技術
 CG・インタラクティブ技術
 ファシリティ・サービス　 その他

 素材
自然素材、フローリング、表装材、化粧板・合板、接着剤、他

 コンポーネント
オフィス家具用コンポーネント、キャビネット、
ビルトインパーツ、その他の半製品

 テキスタイル
ウレタン・クッション材、ファブリック素材、レザー素材、
アクセサリー、他
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イノベーションの宝庫
業界のキーパーソンとの交流を促進する

主要な来場対象セグメント 主要な出展対象セグメント

テーマ展示エリア「インターツム」
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成長し続ける世界市場
2022年以降も、世界のオフィス施
設用家具市場は年率6％で成長を
続け、「ポストコロナ」という新たな
環境下で、2025年には、市場規模
は2,576億USドルに達すると予測
されています。

ワークスタイルは多様性の時代へ
新型コロナウィルス感染拡大による世界的な
影響は、私たちの職場を取り巻く環境に大き
な変化をもたらしました。多くの企業が従来の
ワークスタイルを、柔軟なコワーキングスペー
スやリモートオフィスなどの導入により、更に
多目的なスタイルへと更新しています。

世界で最も成長著しい
アジア市場
アジア太平洋地域への多国籍企業
の進出と、市場規模の拡大により、オ
フィス施設用家具の需要が急拡大。

「ポストコロナ」も相まって、今後は
世界のサプライヤーよる更なる進出
も後押しされると考えられています。

巨大なアジア市場の
ポテンシャル
アジア太平洋地域は、2020年のオフィ
ス施設関連の家具市場において全世
界の36%を占める最もポテンシャルの
高い地域の一つです。

2020
2021

2025

1,642億
USドル

2,000億
USドル

2,576億
USドル

世界的な成長とその可能性
オフィス・施設用家具市場の

出典： Mordor Intelligence
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今後5年間にオフィス設備用家具市場の需要に大きな影響を与えるポイント

サステナビリティ
消費者の持続可能なライフスタイルや経済活動に対する意識の高まりにより、長期的な環境
保全の方針に基づいて調達した木材や環境負荷の低い素材を用いたオフィス家具への需要
が更に高まると見られています。

スマートオフィス家具
長時間の着座姿勢からくる健康問題の増加を背景に、最先端技術とインターネット接続機能
を備え、正しい姿勢と動作をサポートするスマートオフィス家具の需要が高まっています。

インフォーマル・ワークスペース
ワークスタイルの変化から、企業は社員のコラボレーション環境を重視し、社会
的交流が図れる新たなタイプの非公式なワークスペースを設けていくでしょう。

ポストCOVID-19
オフィス施設用家具の国際間取引は、新型コロナウィルスの感染拡大の影響を大き
く受けましたが、アジア太平洋市場では2021年以降、高水準の反動や更なるデジ
タル化が期待されています。

市場の創出と新たな機会
ホームオフィスやハブステーション（主要駅構内・隣接する施設のワークスペース）への需要
は新たな市場を創り出します。国際トレードショーでは、日本企業の海外進出を後押しするチ
ャンスも生まれ、同時に国内外の新たなソリューションの提案は消費者の選択肢の拡大に
つながります。

再定義する
明日のワークプレイスを
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ワークプレイスの再定義
東京から始まる

ワークプレイス デザイン部門

オフィス家具部門

照明＆音響部門

リモート＆テクノロジー部門

マテリアル部門

基調講演

パネルディスカッション

カンファレンス

　　Live！ スピーカーズ　他

ORGATEC TOKYO AWARDS

SPONSORSHIP

オルガテック東京アワード

STAGES SESSIONS
ステージセッション

スポンサーシップ

併催プログラム（予定）
協力： 一般社団法人日本オフィス家具協会

ステージ等の併催プログラムや、ミート＆グリートゾーンでのブ
ランド露出、ニュースレター、国内外でのオンライン配信、SNS
でのロゴ掲載等、様々なプロモーションを通して、企業／プロダ
クトブランディングの機会をご提供致します。

プラチナスポンサー

ゴールドスポンサー

シルバースポンサー

プログラムスポンサー

募集枠
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「オルガテック東京」にご参加ください
共にイノベーションの創出へ

テーマゾーン 

「インターツムショーケース」
オフィス家具やオフィス設
備に関わるコンポーネン
トやフィッティング、アク
セサリ、素材をテー
マとしたプロユース
ゾーン。

近未来のワークスペー
スとトレンドを紹介する
インスピレーション・プ
ラットフォーム。

主催者セミナー、パネルディ
スカッション等が開催され
る他、出展参加企業による
商品PRの場としてもご活用
頂けます。

国内外の業界関係者やVIPの交
流を促進する、新形態のソーシャ
ルミーティングゾーンです。

企業ブランディング、プロダク
トブランディング、顧客開拓を
行うビジネスゾーン。

ミート＆グリート

トレードフェア／ショールームゾーン

カンファレンス

トレンド・ゾーン
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Follow us for the latest 
#orgatectokyo updates! 

@orgatectokyo

ヨーロッパ市場でのブランディングに、
「オルガテック ケルン」への
ご参加をご検討ください。
2022年10月25日（火）〜29日（土）
www.orgatec.com

プレミアム A

プレミアム C

出展参加料金と開催までのスケジュール

プレミアム B

プレミアム・パッケージスペースのみ申請

スタンダード・パッケージ

スペースのみ申請: 49,500円/㎡（税込）

※最小面積： 24㎡（2小間～）　※ブース設営は別途必要となります。

スタンダード: 71,500円/㎡（税込）
※最小面積： １小間12㎡（間口4.0m x 奥行3.0m）
※12㎡単位で取得可能　※スペース含む

※最小面積： 1小間12㎡（間口4.0m x 奥行3.0m）、24㎡、36㎡も取得可能
※スペース含むプレミアム A～C: 91,300円/㎡（税込）

※最小面積： 2小間24㎡（間口8.0m x 奥行3.0m）、36㎡も取得可能
※スペース含むプレミアム D: 91,300円/㎡（税込）

プレミアム D 24㎡からの取得となります
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出展申込み方法　
出展申込書（1.10）に必要事項をご記入の上、下記事務局までご提出ください。

オルガテック東京運営事務局（ケルンメッセ株式会社内） 
〒102-0083　東京都千代田区麹町3-5-2 BUREX麹町

オルガテック東京運営事務局（ケルンメッセ株式会社内） 〒102-0083　東京都千代田区麹町3-5-2 BUREX麹町　TEL: 03-5357-1280　FAX: 03-5357-1281 

2021年5月
募集開始 ▶ 11月30日

申込み締切り ▶ 2022年1月31日
出展料金のお支払い期限 ▶ 2月上旬予定

出展者説明会 ▶ 3月上旬 
各種申請締切り ▶ 4月24日･25日

施工･搬入 ▶ 4月26日〜28日
オルガテック東京会期

開催までのスケジュールと出展準備の流れ

お問い合わせ・お申込み先

※ 締め切り日前でも予定の小間数になり次第、募集を締め切りますのでお早めにお申し込みください。
※ 出展内容が本展の趣旨にそぐわないと判断した場合、主催者は申し込みの受付を保留、またはお断りする場合があります。

■ 出展料金のお支払い方法　事務局が申込書記載内容を確認の後、請求書を発送いたします。支払期限までに指定口座にお振込みください。（振込手数料は申込者のご負担となります。）

※ ただし、スペースが他の出展者によって使われた場合は出展料の25%。
　締め切り日を過ぎた後に小間数を減らした場合も同様です。

お支払い期限 2022年1月31日

申込み締切り日 2021年11月30日

出展申込書の送信先

FAX: 03-5357-1281
kmjpn@koelnmesse.jp

出展及び運営に関するお問い合わせ

TEL: 03-5357-1280
kmjpn@koelnmesse.jp

お振込口座：みずほ銀行　神谷町支店　ケルンメッセ株式会社　普通預金口座番号 １０７３１３８

■ 出展の取り消し　出展者の都合により、出展の取り消し ･ 解約があった場合は下記の要領でキャンセル料をお支払いいただきます。

出展申込受理日から2021年11月30日まで
スペース料金の25％

2021年12月1日以降
スペース料金の100％


