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開催概要
●名　称　第31回グルメ＆ダイニングスタイルショー春2022 
●テーマ　ニッポンお取り寄せ食品ギフトマーケット 
●主　催　（株）ビジネスガイド社　GDS事務局 
●会　場　東京ビッグサイト 東展示棟 東3ホール 
●会　期　2022年2月8日（火）～10日（木） 
　　　　　10:00～18:00（最終日は17:00まで） 
●後　援 
農林水産省、全国商工会連合会、日本商工会議所、（公社）日本農業法人協
会、（一財）対日貿易投資交流促進協会（ミプロ）、（公社）日本通信販売
協会、（公社）日本インテリアデザイナー協会、（一社）日本百貨店協会、
日本チェーンストア協会、（一社）日本スーパーマーケット協会、日本小売業
協会、（一社）全日本コーヒー協会、（一社）日本洋菓子協会連合会、（一
社）日本雑穀協会、特定非営利活動法人日本フードコーディネーター協会、
特定非営利活動法人日本茶インストラクター協会、（一社）日本専門店協
会、（株）東京ビッグサイト、月刊Gift PREMIUM（順不同） 
●来　場　20,022名 
●出　展　出展社数285社・団体／小間数294小間（9㎡換算）
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概況
「ニッポンお取り寄せ食品ギフトマーケット」 

第31回グルメ＆ダイニングスタイルショー春2022は、2022年2月8日
（火）～10日（木）の３日間、東京ビッグサイト東展示棟 東3ホールにて無
事開催いたしました。 
総来場者数は20,022名昨年比175.74％と、開催直前に東京・各自治体より
発令された「まん延防止等重点措置」、最終日の大雪降雪予報等の影響を大
きく受けたものの、一定の伸びを見せ商談の活気溢れる会場となりました。 
また出展についても同様に、自治体・地域経済団体の出展控え等があったも
のの、出展社数285社・小間数294小間と、コロナ禍以前の開催規模まで戻っ
てまいりました。 
出展傾向としては、温度帯に捉われず、テーマに即した「お取り寄せフー
ド」を中心にハイセンスなグロッサリーやギフトパッケージが多数出品さ
れ、流通・サービス業バイヤーからの高い関心と多くの引き合いが生まれて
おります。
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来場者構成①　大分類別
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＜日別来場者数＞　※かっこ内は昨年比 
　2022月  2月   8日（火）晴れ　　7,473名（216.99％） 
　2022年  2月   9日（水）曇り　　8,390名（210.64％） 
　2022年  2月 10日（木）雨雪　　4,159名（104.87％） 
　3日間合計　　　　　　　　　　20,022名（175.74％） 

業態 人数 シェア

小売業 5,301 26.48%

通販・訪販 1,430 7.14%

販促品・記念品・ギフト直販 341 1.70%

メーカー 2,077 10.37%

生産者 23 0.11%

企業ユーザー 34 0.17%

卸売業／輸出入商社 4,824 24.09%

サービス業 2,645 13.21%

その他 3,347 16.72%

計 20,022 100.00%
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矢印は前回より大幅にシェアが変動したもの。



来場者構成②　主要中分類別

業態 人数 シェア

百貨店 1,024 19.32%

ＧＭＳ 94 1.77%

スーパーマーケット 407 7.68%

地域・職域生協 29 0.55%

コンビニエンスストア 73 1.38%

高級食材店 865 16.32%

自然食品店 54 1.02%

酒販店 290 5.47%

土産物店 2 0.04%

弁当、惣菜店 441 8.32%

ベーカリー・スイーツ店 276 5.21%

インテリアショップ 224 4.23%

ライフスタイルショップ 383 7.23%

ホームセンター 77 1.45%

その他小売店 1,062 20.03%

計 5,301 100.00%

小売業
業態 人数 シェア

レストラン・食堂・料亭 405 15.31%

居酒屋・バー・ダイニング 329 12.44%

喫茶店・カフェ・甘味処 335 12.67%

給食・ケータリング 270 10.21%

宅配店 271 10.25%

ファーストフード店 53 2.00%

ホテル・結婚式場・旅館・斎場 311 11.76%

レジャー施設・遊園地 82 3.10%

旅行業 102 3.86%

その他サービス業 487 18.41%

計 2,645 100.00%

サービス業
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ブース出展
●地域ブランド（サイズW3.0m×D3.0m×H2.7m） 
日本の地域や自然に育まれたストーリー性豊かな食品や地域ならではの食文
化などの提案 
●雑貨フード（サイズW3.0m×D3.0m×H2.7m） 
ライフスタイルを彩る、おしゃれな雑貨感覚の食品や世界各地のフード＆ド
リンク 
●プレミアムフード（サイズW2.0m×D2.0m×H2.7m） 
モノづくりにこだわり、大切に継承してきた伝統食品や新感覚のフード＆ド
リンク（小規模事業者限定）
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企画展（テーブル出展）
地域とマーケットの接点づくり① 

●クラフトドリンク＆リカー展 
クラフトビールから端を発したクラフトドリンク市場。もはや売り場を問わ
ず、それぞれが自分のブランドを纏う時代がやってきました。地域活性化の
切り札、クラフトドリンクマーケットに注目が集まりました。 

●パーティーフード展 
「人が集う食卓を、地域のフード＆ドリンクで彩ろう！」を合言葉に、豊か
な会話も弾むワンランク上のホームパーティーシーンに相応しいバラエティ
豊かなアイテムが集まり活発な商談が行われていました。
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同時開催展
地域とマーケットの接点づくり② 

●feel NIPPON春2022（主催：日本商工会議所） 
「feel NIPPON共同展示商談会」は、日本商工会議所が各地の商工会議所に
出展を呼びかけて、共同で実施する展示商談会です。北海道から沖縄までの
54商工会議所が、地域資源や伝統の技を活かして作り上げた特産品や観光商
品等、地域内の選りすぐりの商品が出展されました。 

●山の恵みマッチング（主催：株式会社47CLUB） 
山の恵みマッチングは農林水産省が認定した日本の山村（振興山村）で特産
品（山菜／自然食品／ジビエ／木材加工品など）を生産する事業者に対し
て、地域を超えた新たな販路拡大の場を提供することを目的とした（株）
47CLUBが開催・実施する取り組みです。各地の山村から生まれた素晴らし
い逸品の数々と風土を体感いただきました。
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新製品コンテスト
投票者数は1,362名、出品数はフード部門73品、ビバレッジ部門30品、キッ
チン＆ダイニンググッズ部門53品、合計156品で開催しました。上位品による
審査会で栄えある受賞商品が決定され、授賞式にて発表されました。 

●フード部門 
【大　賞】（株）伊藤米穀「KOMETEさしすせそ＆ディップ煎餅」 
【準大賞】（有）濱口醤油「いりこの白だし これ一本 500ml」 
【審査員特別賞】（株）志賀商店「ベルギーミルク黒豆ショコラ」 

●ビバレッジ部門 
【大　賞】酔鯨酒造（株）「酔鯨 手造り吟醸麹あま酒」 
【準大賞】（株）G&F「土佐クラフトソーダ幻の柑橘直七スパークリング」 

●キッチン＆ダイニンググッズ部門 
【大　賞】ライフオンプロダクツ（株）「コードレスオートマルチナイフ」 
【準大賞】Plusmotion「Ｑ２セット」 

●審査員 
（株）JFCS　チーフプロデューサー　三井　愛 氏 
（株）ビジネスガイド社　代表取締役社長　芳賀 信享 
（株）ビジネスガイド社　会長　芳賀 久枝 

※ 詳細につきましてはオフィシャルサイトにてご確認ください。
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ニッポンお取り寄せ 
マーケット
成長を続ける、お取り寄せ市場。 
コロナ禍によるライフスタイルの変化とともに、一過性のものではなく、
「お取り寄せ」も生活の一部として定着してきました。「自分が取り寄せて
満足したものを人に贈る。」など、若い世代から高齢者まで幅広い年代で利
用されている「お取り寄せ市場」は、今後もマーケットの地位を確立してゆ
くことでしょう。 
今回この市場の流れを開催テーマとし、連動した特別展示イベントとして開
催いたしました。 
商品展示も商品の質感がより伝わるよう工夫を凝らし、また、「地域のス
トーリー（風景）」と「生産者」に焦点を当てたキャプションボードも設置
し、商品のバックストーリーをしっかりと伝えるイベントとなりました。
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フードスタイリング
食のプロが食卓をより豊かに演出する、日本各地の食材を活かした“フード
スタイリング”をご提案しました。 
地域の食の上質な食卓登場機会の創出を狙います。 

テーブルコンセプト① 
◆テーマ　　　桜を飾って、お花見を満喫!   
◆ターゲット　30～40代の子供がいるファミリー、親しい仲間   
◆キーワード　春 花見 新生活  

テーブルコンセプト② 
◆テーマ　　　CHILL OUT！ゆったり、日々を過ごしてみては。 
◆ターゲット　ファミリー、カップル 
◆キーワード　リラックス ゆっくり まったり リラクゼーション  

企画協力：（株）JFCS

10 

イベント



キッチンステージ
シェフや生産者のコラボレーションによる食材の魅力やストーリーなど最新
情報をキャッチできる実演型のプレゼンテーションステージです。 
会期中ストリーミングライブ配信を行うなど、新たな試みも実施しました。 

＜2022年2月8日（火）＞ 
●11:30～12:00 中山間地域の新たな取り組み「国産唐辛子」 

登壇：(株)マルシエロ General Manager 小河 英雄シェフ／企画：三重県熊野市 
●13:30～14:00 タイ料理や唐辛子を含む食品は健康に良い！ 

登壇：（株）桜梅桃 代表取締役 田代 昌義氏 
●15:30～16:00 お酒の愉しみプランナーが教える 
　　　　　　　　　“米焼酎・どぶろく”の燗つけ 

登壇：お酒の愉しみプランナー 滝川 大介氏／企画：福島県只見町 
　 
＜2022年2月9日（水）＞ 
●11:30～12:00 国産アジアハーブをたっぷり使った 
　　　　　　　　  エスニック料理のアレンジレシピ 

登壇：（株）ZUCI 代表取締役 桑垣 真紀氏／企画：船橋商工会議所 
●13:30～14:00 クラフトビールISEKADO 伊勢から世界へ 

　登壇：（有）二軒茶屋餅角屋本店 代表取締役社長 鈴木 成宗氏 
●15:30～16:00 新感覚！ディップで食べる玄米100％煎餅 

登壇：（株）伊藤米穀 代表取締役 伊藤 保氏／企画：（株）売れるギフト通販研究所 

＜2022年2月10日（木）＞ 
●11:30～12:00 江の川shishiのメニューご提案 

企画：江津市地場農産物ネットワーク協議会 
●13:30～14:00 頑固な生産者が育んだ小麦「はるゆたか」 

登壇：（有）三雄産業 代表取締役 喜多 秀雄氏 
（株）マルワ製麺 専務取締役 氏家 美恵氏／美幌商工会議所 

●15:30～16:00 食の人気SNS垢を実際につくったプロの中の人が語る 
 「食品会社のKPIは迷走している～本物のKPI指標と技術を公開します～」 

登壇：（株）フードクリエイティブファクトリー 代表取締役 五十嵐 豪氏 

※ プログラム内容についてはオフィシャルサイトをご確認ください。　
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本編はオフィシャルサイト「VIRTUAL GDS」バナーもしくはYouTube CHANNEL GDSからご視聴いただけます。



出展社リスト
（株）アイトーン、AOQQの会、青柳清治郎商店、（株）あきた雑穀村、（有）麻兆、
旭食肉協同組合、足利商工会議所【技】、明日香村商工会、（株）阿仁川あゆセン
ター、網走ビール（株）、（有）荒忠商店、有田商工会議所【技】、アルデバランジャ
パン（同）、（株）アワグラス、（株）あわじっくす、（有）あわら農楽ファーム、
（有）池田商会、伊勢角屋麦酒、糸魚川商工会議所【技】、（株）伊藤米穀、伊万里
商工会議所【技】、（有）ウイポップ、上田商工会議所【食】、（株）ウェルカムジョ
ン万カンパニー、宇治茶ブランド新展開プロジェクト協議会、臼杵商工会議所【食】、
浦添商工会議所【食・技】、（株）売れるギフト通販研究所、江田島市商工会、越前
あわらブランドａ／あわら市商工会、（株）江戸屋、（株）愛媛海産、遠孫織布
（株）、オイル漬け専門店 Norte Carta、大垣商工会議所【技】、大阪商工会議所
【技】、（株）大阪屋、大橋珍味堂（株）、大畠酒造、おかざき農園、（株）岡田コー
ヒーストア、（株）岡林農園、岡谷商工会議所【食】、沖縄商工会議所【食】、（株）
おきなわ晴家、（株）オキフーズ、小田原市橘商工会、小田原箱根商工会議所【食・
技】、（株）おとうふ工房いしかわ、乙部町地域資源利活用推進協議会、小山商工会
議所【食】、紅茶・ハーブティー専門店 Orangery Tea、（株）織馬鹿 
海部川商店、海陽町商工会、（株）楓、かえもん農園、各務原商工会議所【食】、（有）
柏屋製パン所、（有）カスターニャ／竹村食糧庫、（株）カツマジャパン、（株）金井
農園、（株）金庄　石焼のり工場直売所、（株）兼由、唐津商工会議所【食】、紀州
梅加工企業組合、北秋田市商工会、北上商工会議所【食】、北九州商工会議所
【食】、キッチン　ラメール、機能素材（株）、（一社）きもべつ観光協会、（株）九
州蜂の子本舗、（株）京乃晴れ姿、桐生商工会議所【技】、くまのたいら企画、（有）
黒川産業、桑名商工会議所【技】、（有）玄洋社、甲賀市商工会、（有）高知アイス、
高知県食品外販協同組合、こうちプレミアム、江津市地場農産物ネットワーク協議会、
甲府商工会議所【食】、興洋フリーズ（株）、国府野菜本舗、（株）コサナ、小西みそ、
小牧商工会議所【食】、（株）小山園茶舗、近藤酒造（株） 
西条商工会議所、（株）斎藤商店、佐伯蒟蒻（有）、坂出商工会議所【食・技】、境
港商工会議所【食】、（有）栄物産、（株）桜梅桃、佐々木酒造（株）、（株）サザ
ンクロス、佐世保市北部商工会①、佐世保市北部商工会②、佐野商工会議所【技】、
The Hive and Barrow、ThumbsUpWorks、佐原商工会議所【食・旅】、（株）三丹
本店、（株）三洋産業、（株）サンライズファーム、しあわせ乳業（株）、（株）
G&F、G9コンサルティング（株）、（株）ジェリフ、塩尻商工会議所【食・技】、至
温～ZION（福山北商工会）、滋賀県商工会連合会、（株）志賀商店、（株）四国健
商、四国海苔（株）、品川水産（株）、（株）嶋本食品、下川町山村活性化支援協議
会、下諏訪商工会議所【食・技・旅】、ジャパン・フードコーディネーター・スクール、
（株）上州農産／前橋東部商工会、（有）上ボシ武内製飴所、白河市産米需要拡大推
進協議会、Shirasuya e's、（有）白濱、白浜町商工会／日置川町商工会／すさみ町商
工会、新庄商工会議所【食・技・旅】、企業組合　新ちゃんみそ、（株）しんや、酔鯨
酒造（株）、（有）スキルズ、（株）鈴木又五郎商店、（有）スタジオオカムラ、寿都
町役場、ステーキダイニング ゆかり、（株）スナッツフーズ、SLICK（株）、諏訪商工
会議所【技】、瀬戸商工会議所【技】、（株）SOU･KOU Factory、（株）創味堂、ソー
シャルタウン今金町推進協議会、そば処ふくおか

高岡商工会議所【食】、高崎市群馬商工会、（株）Takano Farm、宝塚商工会議所
【技】、匠あんこ堂、（株）匠創海、竹焼酎専門店　皇徳寺、竹千寿、竹原物産
（株）、武生商工会議所【技】、遠野ブランド海外輸出協議会（多田自然農場）、
（株）タナカショク、たぬき本舗（株）、小さなパスタ屋　マカロニ、千葉県　農林水
産部、千葉県匝瑳市商工会、（株）チュチュル、燕商工会議所【食】、（株）ツボイ、
（株）ディー・ブレーン、デュロックファーム加工直売所、テラゲンファーム、（株）
テラモト、（株）東京ひろや　伊豆ファクトリー、東陽製菓（株）、東金商工会議所
【食】、十日町商工会議所【食・技】、徳長梅酒製造場、徳屋商事（株）、鳥取県西
部ブランディングプロジェクト『大山時間』、豊見城市商工会、（名）トモエ、豊浦町
山村活性化推進協議会 
直七の里（株）、（有）永井商店、長岡商工会議所【技】、（株）永尾かね駒製作所、
中根製茶（株）、長浜商工会議所【技】、（株）ナチュールプロビジョン、（株）ナチュ
レ、（株）成田ファームランド、なんぶ農援（株）、西脇商工会議所、沼田市東部商工
会、農事組合法人フジ、（有）野澤作蔵商店 
特定非営利活動法人はぁもにぃ、パウダーフーズフォレスト（株）、はちみつ屋 松治郎
の舗、（株）ハニージャパン、（株）ハニーフュージョン、（有）濱口醤油、（有）原
野製茶本舗、（株）播、ハンター製菓（株）、（株）PANTES365Japan、（株）ビー
エイチ、東野リキュール製造場、ヒシカ工業（株）、NPO法人日高わのわ会、（株）ビッ
グワン、日の出屋、美幌商工会議所【食・技】、平戸商工会議所【食】、（株）
FUNDFOOD、（株）フードクリエイティブファクトリー、（株）フェローズジャパン
／前橋東部商工会、フォレスト、福井北商工会、（有）福井堂、福井西商工会、福島県　
只見町、ふくしま満天堂、（株）福智ブランドファクトリー、福智町商工会、富士商工
会議所【食】、富士吉田商工会議所【食・技】、ブナの里山村活性化推進協議会、船
橋商工会議所【食・技】、（有）ブランチ、PLANTE（株）、フルーツパークOKAYU、
フレッシュフーズ（株）、（株）Helix Experience、（株）ボローニャFC本社 
前橋東部商工会、（株）升喜、（株）松尾、枩田商店、（株）丸石沼田商店、マルノー
物産（株）、（株）まるや八丁味噌、（株）丸六、（株）萬平浪漫、三重県　熊野市、
ミカサ通商（株）、美川商工会、三木商工会議所、みどり市商工会、（有）港屋、南
あわじ市商工会、南富良野町商工会、峰商事（同）、美冨久酒造（株）、宮栄商事
（有）、（株）都鼓、都城商工会議所【食】、守口門真商工会議所【技】、もりごも
り、森田鰹節（株）、紋別商工会議所【食】 
やぎとそば太陽、（有）やくの農業振興団、夜久野物産（株）、（株）野州たかむら、
（有）安新、八千萬ず、柳川市商工会、山江村農林産物振興協議会、やまだ農園、大和
高田商工会議所【技】、山の恵みマッチング／（株）47CLUB、ヤマモト食品（株）、
農地所有適格法人結ファーム（株）、（一財） 夢産地とさやま開発公社、吉野川市商
工会／美郷梅酒会、米子商工会議所【食・技】 
力泉酒造（有）、りんご花びら活用研究会、（株）ローズメイ 
和歌山商工会議所、和気商工会、（株）ワタナベファーム／前橋東部商工会、Wa 
Rising（株）、蕨商工会議所【食・技】、（株）ONE DROP FARM

あ

か
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な
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や
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わ
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広報活動
＜広報活動＞ 
●招待状11万通（事務局８万通・出展社３万通） 
●メールマガジン10万件以上 
●PR TIMES・＠PRESSリリース配信300社以上 
●記者発表（会期前・会期直前オンラインにて実施） 

＜取材先＞ 
（株）アイク、愛知県、iPod Style、（株）アクセスインターナショナル、アグリライフ、
朝日インタラクティブ（株）、朝日新聞社、（有）アトリエケイアンドワイ、（株）ア
ミューズメントプレスジャパン、アライブ（株）、（株）印刷学会出版部、（株）印刷
紙業社、（有）インテリア情報企画、インフォーマ マーケッツ ジャパン（株）、内田
プロデュース、エコプロジェクト（株）、S2・PLANNING、特定非営利活動法人エポッ
クメディア、（株）桜美、（株）オーナーズ・スタイル、（株）オフマガNEXT、カエル
ム（株）、（株）花卉園芸新聞社、（有）家具新聞社、Capsule art、（株）鎌倉新書、
（有）カミ通信、（株）紙之新聞社、（株）ガラス新聞社、（株）河出書房新社、眼鏡
光学出版（株）、（有）グラスウェアータイムス社、（株）グリーン情報、GROUP ON 
THE LIVING、（株）クレメディア、グローバルゴルフメディアグループ（株）、群馬テ
レビ（株）、KKベストセラーズ、（株）ケーマックス・ラボ、月刊文具新聞社、（株）
光文社、（株）興隆出版社、（株）高齢者住宅新聞社、（株）コーティングメディア、
コトプランニング（同）、（株）ザ・トピックス社、産業通信（株）、（株）ジェイツ・
コンプレックス、（株）静岡新聞社、（有）写真速報社、（株）宗教工芸社、（株）小
学館、（株）商店建築社、新美容出版（株）、（株）信用交換所、StudioEN、（株）
ステイショナー、（株）スポーツニッポン新聞社、（一社）スマートニッチ応援団、
（株）世界日報社、（株）石油化学新聞社、繊研新聞社、全国海苔貝類漁業協同組合連
合会、全国表具経師内装組合連合会、ダイセン（株）、（株）ダイヤモンド・グラフィッ
ク社、（株）宝島社、（株）team145、CHIEnoWAコミュニケーション、独立行政法人
中小企業基盤整備機構、（株）通販新聞社、（有）テーアッシュ、（株）鉄鋼新聞社、
（株）Delicieux、（株）テレビ埼玉、（株）展示会営業マーケティング、東京玩具人形
問屋協同組合、東京室内装飾事業協同組合、（株）陶業時報社、東京商工会議所、NPO
法人東京都日本中国友好協会、東京ピーアール企画（株）、東京流行通訊社、（株）東
洋ファニチャーリサーチ、（株）TREE Studio、どりーむ編集局、内外環境ニュース、
内外多文化福祉新聞、長戸コーポレイション（株）、名古屋テレビ、奈良新聞社 東京支
社、（株）ニチマ、日刊工業新聞社、（株）日刊自動車新聞社、（株）日本畜産振興会、
（一社）日本テキスタイルデザイン協会、日本トイズサービス（株）、日本トイズサー
ビス（株）、（株）日本文具新聞社、（一財）日本綿業振興会、（一社）練馬放送、
（株）パシュート、Passion and Will、（株）パブリカ、（株）バンブー・メディア、（一
社）PRマーケッター協会、（株）BABジャパン、（株）ピーオーピー、（株）ファスニ
ングジャーナル、（株）フォームタイムス社、福井テレビ、（株）ブライダル産業新聞
社、（株）プロメディア、（株）ヘルスビジネスマガジン社、編集思考室シオング、
(有)Home Fashion Labo、ポップ＆ボックス社、（株）MICE研究所、Miss Tourism 
World、民団新聞社、（株）ミントハウス、メディアバンク（株）、（株）油業報知新
聞社、（株）Yummy、（株）ライズカンパニー、（株）ラクーンコマース、（株）
Rabikeri、ラベル新聞社、（株）レッドクラブ、（株）ワールドフォトプレス（社名五
十音）
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新型コロナウイルス対策として、受付システムの変更（非接触型）、各所へのサーモカメラの設置・検温器による体温測定、会場入口・随所への消毒液設置、会場内換気を実
施しました。また、会場入口に映像解析人数カウンターを設置し会場内の人数管理を行うなど、会場内に入る全ての方々（出展社・来場者・事務局スタッフ・関係業者）の
ご協力を仰ぎ、会場環境の保全を確保しました。
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来場者アンケート

その他
20.15%

通販・訪販
7.53%

外食・サービス
8.66%

小売業
28.81%

商社・卸売業
21.85%

メーカー・生産者
12.99%

その他
5.04%

知人の紹介
6.47%

ホームページ
7.55%

メルマガ
5.22%

新聞・雑誌広告
1.98%

出展社の招待
37.05%

ＤＭを見て
36.69%

既存取引先招待
3.52%

その他情報収集
27.32%

仕入れの情報収集
30.00%

地域商材の仕入
6.48%

新規仕入
32.68%

ない
11.75%

決定権はあまりない
10.98%

ある程度の決定権
44.32%

絶対的な決定権
32.95%

業態

きっかけ

仕入動機の高まり 
69.16％が仕入動機

依然高い仕入権限 
ある程度とあわせると 

77.27％

※新製品コンテスト会場にて集計

15 

目的

仕入権限



（株）ビジネスガイド社 グルメ＆ダイニングスタイルショー事務局

感 謝 
ご出展をいただきました出展社様、 

ご来場いただきました皆様、メディアの皆様、 
会場・協力団体・協力業者の皆様、 

今回も多くの皆様の、ご協力によって成り立つ開催でした。 
本見本市に関わっていただきました全ての皆様に、 
心より厚く感謝の意・御礼を申し上げますとともに、 

今後も変わらぬお引き立てのほどよろしくお願い申し上げます。




