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開催概要
●名　称　第32回グルメ＆ダイニングスタイルショー秋2022 

●テーマ　食からはじめるサステナブルライフの提案 

●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9月7日（水）～9日（金） 

　　　　　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　24,983名 

●出　展　出展社数180社・団体／小間数184小間（9㎡換算）
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概況
「食からはじめるサステナブルライフの提案」 

第32回グルメ＆ダイニングスタイルショー秋2022は、2022年9月7日
（水）～9日（金）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。 
今回も恒例となった「プレミアムな高知、集めました。」（こうちプレミア
ム・高知市商工観光部 商工振興課）をはじめ、「おいしさと元気の素を、晴
れの国から！」（岡山連携中枢都市圏・岡山市産業振興・雇用推進課）等の
市町村自治体連携の枠組みを中心に、出展社180社、小間数184小間（9㎡事
務局ブース含む）と、世界・全国から選りすぐりのプレミアムフードが集まり
ました。 
引き続きコロナ禍の開催となりましたが、来場者数は24,983名（昨年比
109.44％）と、大きく伸びを見せ、地域のプレミアムフードへの期待が更に
高まった会期となりました。
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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  9月   7日（水）曇・雨　　8,012名（118.31％） 
　2022年  9月   8日（木）曇・雨　　8,611名（110.12％） 
　2022年  9月   9日（金）曇・雨　　8,360名（101.51％） 
　3日間合計　　　　　　　　　　 24,983名（109.44％） 

業態 人数 シェア

小売業 7,053 28.23%

通販・訪販 1,611 6.45%

販促品・記念品・ギフト直販 447 1.79%

メーカー 3,093 12.38%

生産者 70 0.28%

企業ユーザー 100 0.40%

卸売業／輸出入商社 5,933 23.75%

サービス業 2,331 9.33%

その他 4,345 17.39%

計 24,983 100.00%
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来場者構成②　主要中分類別

業態 人数 シェア

百貨店 1,856 26.32%

ＧＭＳ 116 1.64%

スーパーマーケット 509 7.22%

地域・職域生協 30 0.43%

コンビニエンスストア 96 1.36%

高級食材店 1,026 14.55%

自然食品店 86 1.22%

酒販店 378 5.36%

土産物店 33 0.47%

弁当、惣菜店 456 6.47%

ベーカリー・スイーツ店 367 5.20%

インテリアショップ 290 4.11%

ライフスタイルショップ 588 8.34%

ホームセンター 57 0.81%

その他小売店 1,165 16.52%

計 7,053 100.00%

小売業
業態 人数 シェア

レストラン・食堂・料亭 313 13.43%

居酒屋・バー・ダイニング 264 11.33%

喫茶店・カフェ・甘味処 364 15.62%

給食・ケータリング 290 12.44%

宅配店 265 11.37%

ファーストフード店 38 1.63%

ホテル・結婚式場・旅館・斎場 207 8.88%

レジャー施設・遊園地 73 3.13%

旅行業 90 3.86%

その他サービス業 427 18.32%

計 2,331 100.00%

サービス業
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ブース出展
●地域ブランド展（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 
●雑貨フード展（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 
●プレミアムフード展（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 

●CRAFT DRINK &LIQUOR（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。 

●PARTY FOOD（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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新製品コンテスト
投票者数は1,837名、出品数はフード部門76品、ビバレッジ部門29品、キッ
チン＆ダイニンググッズ部門61品、合計166品で開催しました。上位商品によ
る審査会を行い、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）カラミノフーズ「空想のグルメ旅」 
【準大賞】（株）Helix Experience 
「グラタン（①まるごとふぐ白子の白菜クリームグラタン②ワタリ蟹とろける
和風カレーグラタン③博多もつ鍋のトマトチーズグラタン）」 

●ビバレッジ部門 
【大　賞】（株）G＆F「土佐クラフトソーダさくら咲く！Premium 桜スパー
クリング 
【準大賞】（株）升喜「ほろ酔いソムリエ監修 ＜ワインに合うおつまみ＞」 
【審査員特別賞】（株）湘南貿易「ベルギーノンアルコールビールビア・デザ
ミー0.0　330ml」 

●キッチン＆ダイニンググッズ部門 
【大　賞】（株）ツボエ「ひとひらのおろし金」 
【準大賞】（株）安住商事「調味料スタンド」 
【審査員特別賞】ウェーバー ステファン プロダクツ ジャパン「オリジナルケ
トル 47cm」 

●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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食からはじめる 
サステナブルライフ
昨今の世界的な環境保全意識の高まりを受け、私たちがこの課題に「食」を
通してできること。 
「今から」の特別な取り組みではなく、生産者が大切に作る商品を消費者へ
とつなげていくことが、大切な人を守り、この先の未来へと続く営みを守る
ことにつながります。無駄をなくし、循環型を実践する。そんな「誰かを思
う行動」を “モッタイナイ” “ヤサシイ” をキーワードに、集中展示しました。
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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。今回は開催テーマにちなんだダイニング
シーンの提案を実施、パーティー等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　　　サステナブルなホームパーティー  
◆ターゲット　親しい仲間、カップル、夫婦  
◆キーワード　サステナブル、地産地消、再利用、マイ○○  

テーブルコンセプト② 
◆テーマ　　　大切なものを丁寧に使って、心に余裕を！ 
◆ターゲット　40代～50代の女性、夫婦 
◆キーワード　サステナブル、ヘルシー、豊かさ、リラックス  

企画協力：（株）JFCS
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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。 

＜2022年９月７日（水）＞ 
●11:30～12:00 経歴38年のベテラン実演販売士が教える実演販売の極意 

（株）桜梅桃 代表取締役 田代昌義氏 
●13:30～　　　 毎日の食事にプラス。『スーパー大麦のちから』で 
●15:30～　　　 楽しくつづける美味しいごはん ＜２ステージ＞ 

管理栄養士、食生活アドバイザー、料亭菊乃井 常務取締役 堀 知佐子氏 
企画：帝人（株）ヘルスケア新事業部門　機能性食品素材事業推進班 

＜2022年９月８日（木）＞ 
●11:30～12:00 自然豊かな北海道オホーツク 雄武町が加工食品に挑む 

ベーシックインフォメーションセンター（株） 代表取締役社長 伊藤 敏郎氏 
雄武町商工会 経営指導員 笹 真大郎氏 

●13:30～14:15 日本茶の未来 ～儲かる日本茶～ 
＜ゲスト＞ 農林水産省 農産局 地域対策官 果樹・茶グループ  皿谷 俊祐氏 
日本茶審査協議会会長 （株）製茶問屋山梨商店 代表取締役 山梨 宏之氏  

＜コーディネーター＞ NPO法人日本茶インストラクター協会 専務理事 奥村 静二氏 
●15:30～16:00 魚沼発 プレミアムな干し芋作りで目指す、女性農家たちの 
                         ローカルイノベーション 

women farmers Japan（株）代表取締役 佐藤 可奈子氏 

＜2022年９月９日（金）＞ 
●11:30～12:00 加工食品　売れる！売れない？５つの法則 

（株）メグダイ 代表取締役 関川 惠大氏 
ベーシックインフォメーションセンター（株） 代表取締役社長 伊藤 敏郎氏 

●13:30～14:00 鮮やかな赤色、爽やかな酸味、健康・美容効果、 
                         三拍子揃った高原野菜　ルバーブに魅せられて 

八ヶ岳ルバーブハウス／（株）トマシス 取締役 原田 誠氏 
●15:30～16:00 SDGsに貢献できる高機能な「防災備蓄用保存食品」と 
                       「食品リサイクルシステム」とは？ 

グリーンデザイン＆コンサルティング Chief Advisor 冨倉 元氏 

※ 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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出展社リスト
（株）ART、（株）アールケーエンタープライズ、アイ・エス・フーズ（株）、
（株）アイトーン、（有）安芸グループふぁーむ、秋山糀店、（株）アグリ・
コーポレーション、網走ビール（株）、（株）アミノエース、飯田農園、池田
製麺所、石井食品（株）、いしかわ発酵の会、イシヤマユウエン（同）、
（有）いずま海産、（有）泉利昆布海産、（株）伊藤米穀、（有）ウイポッ
プ、women farmers japan（株）、上田商工会議所、ウエルジンジャー
（株）、（株）うおすけ、（有）魚万商店、宇都宮酒造（株）、（株）売れ
るギフト通販研究所、江田島市商工会、（株）愛媛海産、欧風創作料理 Lien
／焼生ショコラ専門店 Gateau - Lien、雄武町商工会、Ocean Leather、大塚
製茶（株）、（株）岡田屋本店、岡林食品（有）、（株）岡林農園、おかや
まおひさまファーム（株）、岡山連携中枢都市圏、（株）OSMIC、小田原市
橘商工会、おちゃのこ菜菜、（株）おとうふ工房いしかわ、Origami（株） 

（株）海琳堂、（株）楓［楓御堂］、（株）加賀麩不室屋、各務原商工会議
所、（株）果実本舗、金川（株）、（株）兼由、（株）加悦ファーマーズラ
イス、（株）カラミノフーズ、河西青果（株）、河武醸造（株）、機能素材
（株）、（株）九州蜂の子本舗、（株）協同インターナショナル、京都府商
工会連合会、きよしファーム、（株）キングマカデミアンJAPAN、（同）球
磨川アーティザンズ、（株）グリーンデザイン＆コンサルティング、（株）グ
ローバルEサポート、こうちプレミアム、興洋フリーズ（株）、（株）コー
ヒー乃川島、小里トレーディング（株）、（株）コサナ、五島市商工会 

（株）桜梅桃、（株）サザンクロス、サトウキビ工房あづま、佐橋亀吉商
店、（株）サピュイエ、三吉商店、（株）サンショク、（株）三田屋、（株）
G&F、J’s style dining、滋賀県商工会連合会、（株）四国健商、（株）自然
共生、ジャパン・フードコーディネーター・スクール、集落活動センターげ
いせい、（株）勝僖梅、（株）湘南貿易、食道具　竹上、Shirasuya e's、ジ
ンジャーダイヤモンド、（株）新丸正、（株）神門、（株）須崎屋、（有）
スタジオオカムラ、（株）生産者直売のれん会、

高津川リバービア（株）、（株）Takano Farm、多気町商工会、（株）タク
セイ、（株）田口青果、竹焼酎専門店　皇徳寺、竹千寿、（株）タナカショ
ク、ちきり清水商店（株）、チャイオーン（株）、TYAZEN、（株）つづみ／
諫早市商工会、帝人（株）、（株）ディバース、（有）寺本水産、土井農園、
徳屋商事（株）、（株）土佐名産会、（同）どさんこエナジー、ともいき
ふぁーむ多気（株）、（株）トライ・インターナショナル 

内外典具帖紙（株）、中根製茶（株）、（株）ナチュレ、日光商工会議所、
日本オリーブ（株）、（株）ニューバイオエンタープライズ、ノーイン
（株）、（有）野澤作蔵商店、Norte Carta 

ばいこう堂（株）、橋詰産業（株）、はちみつ屋　松治郎の舗、8cco【きの
か蔵（株）】、（株）ハニージャパン、（株）羽田麦酒、（株）浜口水産、
（株）ハマヤ、（株）ビーエイチ、NPO法人日高わのわ会、備中西商工会、
ヒューマンヘルス（株）、平井興産（株）、（株）ファイブワン、FONTEC 
R&D（株）、（株）ふじや、（株）フタバ、PLANTE（株）、（株）フルサ
ポート、豊後折詰 まるみや、（株）Helix Experience、HOME Kitchen、ホ
トトギス（株）、（株）ポモナファーム 

特定非営利活動法人 まあるい心ちゃれんじどの応援団、（株）舞扇堂、米原
市商工会、（有）マグリーフ、正氣屋製菓（株）／安井（株）、（株）升
喜、（株）Madder Red、まちづくり上田（株）、（株）まるや八丁味噌、
味覚庵／マルヤマ食品（株）、みかど本舗／（株）ミカド観光センター、南
あわじ市商工会、宮栄商事（有）、（株）ミレックスジャパン、（株）みん
なのごはん、室戸海洋深層水（株）、（株）餅工房、 

農業生産法人（有）やえやまファーム／（株）ケレス沖縄、（有）やくの農
業振興団、夜久野物産（株）、八ヶ岳ルバーブハウス、やぶパートナーズ
（株）、（株）ヤプリ、（株）山内本店、ヤマサキ農場（株）、（株）山壽
杉本商店、（株）ヤマヘイーミカコーポレーション、ヨイキゲン（株）、
（株）ヨコチュー、与謝野ホップ振興協議会、吉田農園、（株）吉村 

レストハウスひまわり、ロータスダイニング
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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リリース配信300社以上 
●記者発表（会期前・会期直前） 

＜取材先＞ 
（株）アイク、愛知県、iPod Style、アグリライフ、朝日新聞社、（有）アトリエケイア
ンドワイ、アフロディーテ通信社、（株）アミューズメント産業出版、（株）アミュー
ズメントプレスジャパン、アライブ（株）、（株）アルファ企画、（株）印刷学会出版
部、（株）印刷紙業社、（株）インターワークス、（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）、上田写真事務所、内田プロデュース、エコプロ
ジェクト（株）、fy7d、MKプランニング　駒澤オフィス、MK promotion、（株）桜美、
（一財）大阪デザインセンター、（株）オフマガNEXT、（株）化学工業日報社、
（株）花卉園芸新聞社、（有）家具新聞社、（株）加工技術研究会、（株）紙之新聞
社、眼鏡光学出版（株）、（株）協報、キラジェンヌ（株）、QUALITY LIFE co., ltd.、
（有）グラスウェアータイムス社、GROUP ON THE LIVING、月刊文具新聞社、（株）
ゲンダイ出版、（株）建築資料研究社、（株）講談社、（株）光文社、（株）興隆出版
社、（株）ザ・トピックス社、（株）産業新聞社、産業通信（株）、産経新聞、（株）
ジェイツ・コンプレックス、（株）JDN、（株）ジャンプコーポレーション、（株）宗
教工芸社、（株）粧業界展望社、（株）商店建築社、（株）消費と生活社、（株）信用
交換所、（株）ステイショナー、（株）世界日報社、（株）ゼロファーストデザイン、
繊研新聞社、（株）全国紙器広報センター、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、全日本製本工業組合連合会、（株）総合報道、ダイセン
（株）、ダイセン(株)、（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、（株）TBSテレビ、（有）テーアッ
シュ、（株）鉄鋼新聞社、（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、（株）陶業時報社、東京室内装飾事業協同組合、（株）陶業時報社、東京新聞、東
京ピーアール企画（株）、TOW事務局、（株）東洋経済新報社、（株）東洋ファニ
チャーリサーチ、ともいきの国出版、どりーむ編集局、内外環境ニュース、内外多文化
福祉新聞、奈良新聞社 東京支社、（株）ニチマ、日刊工業新聞社、日刊自動車新聞社、
（株）日刊木材新聞社、（株）日経BP、（株）日経ラジオ社、（公社）日本印刷技術協
会、（株）日本設備工業新聞社、（一社）日本テキスタイルデザイン協会、日本テレ
ビ、日本トイズサービス（株）、（一社)日本人形協会、（株）日本文具新聞社、日本放
送協会、（一財）日本綿業振興会、（一社）日本流行色協会、（株）ゆにクリエイト、
（株）パッション、Passion and Will、HUNADE、（株）パブリカ、（株）ピーオー
ピー、P-OZONE INC.、（有）ビディア、（株）美容総合出版、プエンテス（同）、（株）
フォータイムス社、（株）双葉通信社、（株）ブライダル産業新聞社、プリント＆プロ
モーション、pro+com、（株）プロメディア、（株）ポスティコーポレーション、
HotchPotch、ポップ＆ボックス社、HolisticLife Design、（株）MICE研究所、毎日新
聞社、（株）マスコミ文化協会、町田ひろ子アカデミー、（株）MANTAN、メディアジャ
パン（株）、モードコム（株）、U.S.JAPAN PUBLICATION N.Y., INC.、（株）油業報
知新聞社、読売新聞、（株）ラクーンコマース、ラ・フォンティーヌ、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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来場者アンケート来場者アンケート

その他
25.34%

通販・訪販
5.71% 外食・サービス

5.90%

小売業
29.59%

商社・卸売業
19.83%

メーカー・生産者
13.64%

小売業
29.59%

その他
4.96%

知人の紹介
6.74%

ホームページ
7.12%メルマガ

3.37%
新聞・雑誌広告

1.03%

出展社の招待
38.30%

ＤＭを見て
38.48%

既存取引先招待
3.90%

その他情報収集
29.31%

仕入れの情報収集
29.62%

地域商材の仕入
5.61%

新規仕入
31.57%

ない
15.43%

決定権はあまりない
13.35%

ある程度の決定権
40.36%

絶対的な決定権
30.86%

業態

きっかけ

仕入動機の高まり 
66.80％が仕入動機

依然高い仕入権限 
ある程度とあわせると 

71.22％

※新製品コンテスト会場にて集計
14 

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。




