報道関係者各位

プレスリリース

2014 年 9 ⽉ 18 ⽇[⽊] 配信
※ 本展⽰会の取材は、事前の取材申込が必須となります。最終ページよりお⼿続きください。

７７０ブランドの新作１２,０００点のアイウェア・サングラスが一堂に！
年に１度のアイウェア天国 「国際 メガネ展」 をぜひご取材ください！
会
期： ２０１４年１０月２０日[月]～２２日[水] 会場： 東京ビッグサイト
開場時間： 10：00～18：00 （２２日[水]のみ 17：00 終了）
主催： リード エグジビション ジャパン株式会社/一般社団法人 福井県眼鏡協会
リード エグジビション ジャパン株式会社/⼀般社団法⼈ 福井県眼鏡協会は、2014 年 10 ⽉20⽇[⽉]
〜22 ⽇[⽔]まで、東京ビッグサイトにおいて、
『第 27 回 国際 メガネ展（IOFT2014）』を開催いたし
ます。本展は、⽇本最⼤ 世界 20 カ国から 310 社*が出展するアイウェア・サングラスの展⽰会です。
メガネの聖地として知られ、世界最⾼品質のアイウェアが⾃慢の福井県はもちろんの事、フランス、ド
イツ、ベルギー、イタリア、アメリカといったスタイリッシュで洗練されたデザインが魅⼒の欧⽶ブラ
ンドまで、東京ビッグサイト 東ホールが所狭しとアイウェアで埋め尽くされます！１年に１度しかない
この機会をぜひ、ご取材ください！
(*同種の展⽰会との出展社数および展⽰会⾯積の⽐較。
掲載の出展社数は 7 ⽉31 ⽇時点で⾒込んだ最終数字であり、開催時には増減する可能性があります。)

（前回 IOFT2013 会場⾵景）

⇒ 本展の詳細は次項から
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＜ＩＯＦＴ２０１４ 概要＞
第 27 回 国際 メガネ展 ＩＯＦＴ２０１４
●

会期：

2014 年 10 ⽉ 20 ⽇[⽉]〜22 ⽇[⽔]
10：00〜18：00（最終⽇ 22 ⽇[⽔]のみ 17：00 終了）

●

会場：

東京ビッグサイト 東４・５ホール

●

主催：

リード エグジビション ジャパン（株）/（⼀社）福井県眼鏡協会
※本展は商談を⽬的とした展⽰会です。招待券をお持ちでも、
⼀般の⽅、18 歳未満の⽅のご⼊場は固くお断りいたします。

＜併催イベント・特設ゾーン＞
① 第２７回 日本 メガネ ベストドレッサー賞 表彰式
今年もまた、各界からの著名⼈が「メガネが最も似合う⼈」として表彰されます。
＜受賞者⼀覧＞

敬称略

■受賞者 （敬称略）

●表彰式（受賞者出席）
■⽇時：10 ⽉ 20 ⽇[⽉] 18：30〜
■会場：IOFT レセプションパーティー内にて実施
※⽇本 メガネ ベストドレッサー賞の取材は、招待制となっております。
また、ご案内を受け取られた⽅で事前にご登録いただいた⽅のみ取材が可能
です。（ご案内させていただく⽅には９⽉ 19 ⽇に詳細をお送りいたします）

② -業界屈指のデザインアワード- アイウェア・オブ・ザ・イヤー2015 表彰式
●⽇時：10 ⽉ 20 ⽇[⽉] 13：00〜
●場所：IOFT2014 展⽰会場内 特設ステージ
●表彰部⾨：
■メンズ部⾨

■レディース部⾨

■サングラス・スポーツグラス部⾨
■機能・技術部⾨

■キッズ部⾨
（前回 アイウェア・オブ・ザ・イヤー表彰式 光景）
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③ 特設 サングラス コレクション２０１４-２０１５
近年、ファッションの⼀部として、または、アクティビティに合わせてサングラスを
取り⼊れる消費者が急増しています。このような中、本展には、最新のファッション、
スポーツ、機能性サングラスまでを⼀堂に⾒られる場を特設コーナーとして設置。ア
メリカ、フランス、イタリア、⽇本など、世界 120 ブランドの最新サングラスを取材
いただけます。

④ ２０１４年 テーマ国： フランス
IOFT の魅⼒をさらに⾼めるために、今年からテーマ国を設置。第１回⽬となる今年は、
来場バイヤーからの要望が強く、また、ファッション感度の⾼い消費者にも⼈気の⾼
い『フランス』をテーマ国に決定。パビリオンを構えて⼤々的に出展します。フレン
チアイウェアならではの鮮やかなカラーリングと独創的なデザインは画になる事間違
いなし！です。

＜同時開催展＞
国際 メガネ展 IOFT と同会期で、弊社リード エグジビション ジャパン（株）は、以下の
展⽰会を開催しています。
（会場：全て東京ビッグサイト 東展⽰ホール）⼩売流通の市場動向、
トレンドを掴むには、最適な場です。こちらの取材も併せてご検討ください！
（いずれも、BtoB 向け展⽰会のため、⼀般（消費者）⼊場不可）
※

610 社が出展する、⽇本最⼤のファッション展！

ファッション ワールド 東京【秋】2014
第２回 国際 アパレル EXPO 秋

第３回 国際 バッグ EXPO 秋

第３回 国際 シューズ EXPO 秋

第 5 回 国際 アクセサリー EXPO 秋

第１回 MENʼS TOKYO 秋

- 国際 メンズ ファッション展 –

◆ファッション ワールド 東京の詳細は： http://www.fashion-tokyo.jp/
※

世界 30 ヵ国 220 社 500 ブランドの最新コスメが出展する展⽰会！

第３回 国際 化粧品展 - COSME TOKYO 2014 –
◆COSME TOKYO 2014 の詳細は： http://www.cosmetokyo.jp/
（※ 予定・同時開催展含む。同種の展⽰会との展⽰⾯積の⽐較 2014 年現在）
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本展を取材すると、こんな番組・紙面が作れます！


眼鏡業界が直⾯する今…
アジア圏での眼鏡⽣産が盛んになっている。そんな中、⽇本の産地、福井県は、鯖江市は
産地活性に向け、オリジナルブランドでの勝負、新たな分野への進出など、様々な事を試
みている。出展社・主催者社⻑のインタビューなど、アレンジいたします。



今季注⽬のアイウェアとは？
毎年、本展の開催に向け、新作アイウェアが多数発表となる。今会期で発表された新作ア
イウェアの中から、注⽬のアイウェアを紹介。アイウェアに精通する⽅、⼩売店、出展社
の中からトレンドについて語れる⽅をご紹介させていただきます。ランキング形式でのご
紹介などにおススメ。



PC レンズだけじゃない！注⽬の⾼機能レンズとは？
PC レンズが話題になった。レンズ業界では、PC レンズ以外にも、ドライブ⽤のレンズ、
釣り⽤のレンズ、紫外線に反応し、⾊が変わるレンズなど、アクティビティに合わせて様々
なレンズが発売されている。消費者にレンズの最新動向を伝えるにはピッタリ。

※本展の取材は事前登録が必要です。事前にお申込みいただけない場合、取材をお断りさせていただく可能性がございます。
※以下、必要事項をご記⼊の上、事務局まで FAX にてご返送ください。
※⽇本 メガネ ベストドレッサー賞の取材に関しては、ご招待させていただく⽅に別途ご連絡いたします。

取材申込フォーム （ご招待制・事前申込必須）
送信先： ０３-３３４４-２４００ 西浦宛
貴社名：

貴媒体・番組名：

TEL

FAX

代表者⽒名：

E-mail

複数で取材に来られる場合の⼈数

名

企画提案を希望する

□

希望する

取材予定の展⽰会

□ 国際 メガネ展 IOFT

□ ファッションワールド東京

□ 国際 化粧品展

取材予定⽇
○をつけてください

10 ⽉ 20 ⽇[⽉]

10 ⽉ 21 ⽇[⽕]

10 ⽉ 22 ⽇[⽔]

本リリース

国際 メガネ展 IOFT

の問合せ先

TEL: 03-3349-8508

事務局

担当：⻄浦

FAX: 03-3344-2400

E-mail: ioft-press@reedexpo.co.jp

事務局 オフィシャル ツイッター＆フェイスブック アカウント
IOFT オフィシャル
IOFT オフィシャル

フォロー＆いいね してください！

Twitter アカウント

http://twitter.jp/IOFT_PR

Facebook ページ

http://www.facebook.com/IOFT.megane

今後このような FAX が不要の⽅は、次の□にチェックをし、そのまま FAX 03-3344-2400 宛にご返信ください。
□今回送られた展⽰会に関する FAX を停⽌してください。
□今後 E-mail での配信にしてください。
（E-mail ：

）
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