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開催概要
●名　称　第33回グルメ＆ダイニングスタイルショー春2023 
●テーマ　ホームミール新時代！ 
　　　　　より美味しく、本物・手づくり志向の食卓へ。 
●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6ホール 
●会　期　2023年2月15日（水）～17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　28,720名 
●出　展　出展社数530社・団体／小間数331小間（9㎡換算）

1

開催報告書



概況
開催テーマ 
「ホームミール新時代！ 
　より美味しく、本物・手づくり志向の食卓へ。」 

第33回グルメ＆ダイニングスタイルショー春2023は、2023年2月15日
（水）～17日（金）の３日間、東京ビッグサイト東展示棟 東6ホールにて開
催いたしました。 
「群馬県」「三重県」をはじめ、地域経済団体が地元のプレミアムフードを
紹介するなど出展社は過去最大530社、小間数331小間（9㎡換算事務局ブー
ス含む）と、本物・手づくり志向の食卓を彩るフードが集まりました。 
また、全国より70の商工会議所が出展となったfeel NIPPON春2023（主
催：日本商工会議所）、振興山村の逸品を集めた山の恵みプロジェクト（実
施主体：（株）ジェイアール東日本企画）も話題を集め、多くの来場者が訪
れました。 
来場者数は28,720名（昨年比143.44％）と、大きく伸びを見せ、今後の期
待が更に高まる会期となりました。
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来場者構成①　大分類別

＜日別来場者数＞　※かっこ内は昨年比 
　2023月  2月 15日（水）曇り　  9,630名（128.86％） 
　2023年  2月 16日（木）晴れ　10,784名（128.53％） 
　2023年  2月 17日（金）晴れ　  8,306名（199.71％） 
　3日間合計　　　　　　　　　 28,720名（143.44％） 

業態 人数 シェア

小売業 7,385 25.71%

通販・訪販 1,747 6.08%

販促品・記念品・ギフト直販 420 1.46%

メーカー 3,206 11.16%

生産者 243 0.85%

企業ユーザー 133 0.46%

卸売業／輸出入商社 6,633 23.10%

サービス業 4,798 16.71%

その他 4,155 14.47%

計 28,720 100.00%
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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 1,985 26.88%

ＧＭＳ 221 2.99%

スーパーマーケット 623 8.44%

地域・職域生協 69 0.93%

コンビニエンスストア 68 0.92%

プレミアムフード店 1,190 16.11%

自然食品店 114 1.54%

酒販店 282 3.82%

土産物店 88 1.19%

弁当、惣菜店 396 5.36%

ベーカリー・スイーツ店 199 2.69%

インテリアショップ 182 2.46%

ライフスタイルショップ 509 6.89%

ホームセンター等量販店 23 0.31%

その他小売店 1,436 19.44%

計 7,385 100.00%

小売業
業態 人数 シェア

レストラン・食堂・料亭 1,492 31.10%

居酒屋・バー・ダイニング 763 15.90%

喫茶店・カフェ・甘味処 575 11.98%

給食・ケータリング 199 4.15%

宅配店 312 6.50%

ファーストフード店 22 0.46%

ホテル・結婚式場・旅館・斎場 354 7.38%

レジャー施設・遊園地 177 3.69%

旅行業 111 2.31%

その他サービス業 793 16.53%

計 4,798 100.00%

サービス業
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ブース出展（9㎡・4㎡）
●プレミアムフード展 
食材そのものの良さや希少性・生産者のストーリーや地域の食文化など付
加価値を提案いただけるメインエリア。 

●スタイリッシュフード展 ※新設 
商品の良さはもちろんデザイン・パッケージにもこだわったライフスタイ
ルを彩る新感覚のフード＆ドリンクの提案エリア。 

●ソリューション展 
フードマーケットやダイニングをより豊かに・便利にするためのソリュー
ションやサービスの提案エリア。
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企画展（テーブル出展）
●CRAFT DRINK &LIQUOR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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同時開催展
●feel NIPPON春2023（主催：日本商工会議所） 
各地の商工会議所が共同で実施する展示商談会「feel NIPPON春2023」。
今回は過去最大、全国から70商工会議所が出展、地域資源を活用し、伝統
の技を活かして作り上げた特産品・工芸品・観光商品等、地域の商品やサー
ビスを紹介しました。 

●山の恵みプロジェクト（実施主体：（株）ジェイアール東日本企画） 

「山の恵みプロジェクト」は山村地域の特色ある資源を活用した商品・サー
ビスの開発や販路開拓、さらに、新規事業・商品開発に取り組もうとしてい
る事業者・地域団体に対する事業設計のサポートをする農林水産省の事業で
す。地域独自の素材や原材料を使用した商品・工芸品等、地域の魅力が詰
まった商品が展示されました。
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展示イベント
●日本茶AWARD受賞者展示（共催：NPO法人日本茶インストラ
クター協会／日本茶AWARD2022実行委員会／日本茶審査協議会） 
消費者が投票し日本茶大賞となる最優秀賞には「農林水産大臣賞」も授与す
る、権威あるまた、消費者のニーズがわかる品評会として注目され始めてい
ます。消費者の望む飲用場面で最適な茶を探すことが出来る「日本茶
AWARD2022」の受賞茶を用意、生産者との対話も実現。 

●本物志向！～Local Gourmet food～ 

豊かな食卓に彩りを添える「本物志向」の味がより身近になり「いつでも、
どこでも」その土地の産品を楽しめる機会が増えてまいりました。 
「手作り」「本格志向 」「ご当地・ご当店 」をキーワードに、こだわりの
本当に美味しいフードアイテムが展示されました。
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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　　　手作りを楽しむホームパーティー  
◆ターゲット　親しい仲間、ファミリー  
◆キーワード　ヘルシー、手作り、華やかな料理  

テーブルコンセプト② 
◆テーマ　　　春の花で心にエネルギーを！ 
◆ターゲット　30代～40代のカップル、夫婦 
◆キーワード　春、パステルカラー、新生活  

企画協力：（株）JFCS
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新製品コンテスト
投票者数は3,899名、出品数はフード部門75品、ビバレッジ部門20品、キッ
チン＆ダイニンググッズ部門81品、合計176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】パイシーパイス／岡山商工会議所「岡山県産青バナナと国産牛す
じのパイシーケララカレー」 
【準大賞】（有）はやし「かきめしの素」 
【審査員特別賞】（有）ラパン／大阪商工会議所「グルテンフリーカヌレ」 

●ビバレッジ部門 
【大　賞】（株）コーヒー乃川島「猫と珈琲と本 Decaf」 
【準大賞】（株）ノースフリート「北海道産野菜茶 びーつ茶」 
【審査員特別賞】明日香村商工会「あすかルビーのクラフトコーラ」 

●キッチン＆ダイニンググッズ部門 
【大　賞】Revolutio「PAPILLON」 
【準大賞】作り手と使い手をつなぐデザインプロジェクト「森色パレット 
Ｍ・Ｌ」 
【審査員特別賞】（株）東亜産業「ホットサンドメーカー」 

●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 
 月刊Gift PREMIUM 編集長 峯岸 史憲 

※ 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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キッチンステージ
＜2023年2月15日（水）＞ 
●11:30～12:00 “丸ごと食べられるドライフルーツブーケ” 
                          “コップも食べられる飲むじゃばら巖チョコレート” 
小原流 華道家（株）ART 広報部長 香葉 まゆ氏、元在デンマーク日本大使館 公邸料理人

（株）ART 商品開発部長 井川 宗隆シェフ／企画：（株）ART 
●13:30～14:00 山紫水明の地「岐阜」で生まれたプレミアムフード 

料理研究家 長田 絢氏／企画：岐阜県・（株）中日アド企画 
●15:30～16:30 日本茶の未来　日本茶飲料（ドリンク）のこれから 
［パネラー］農林水産省 農産局 果樹・茶グループ 課長補佐 皿谷 俊祐氏、丸七製茶（株） 

 代表取締役 鈴木 成彦氏［進行］日本茶審査協議会 日本茶AWARD担当 石渡 哲也氏 

＜2023年2月16日（木）＞ 
●11:30～12:00リピーター続出！糸島ねぎ農家が作る絶品アレンジ活用術 

（株）弥冨農園 企画広報部長 弥冨 明子氏 
●13:30～14:00 三国同盟（上越・上田・甲府）最強ワインのご紹介 

（株）岩の原葡萄園 営業部・ソムリエ 藤井 佳美氏 、シャトー酒折 、SADOYA 
／企画：上越商工会議所 

●15:30～16:30 山の恵みプロジェクト 事業プランニング表彰式、 
                         表彰者によるパネルディスカッション 

農林水産省農村振興局 農村政策部 地域振興課 課長 冨田 晋司氏、 
（株）ジェイアール東日本企画 「山の恵みプロジェクト」総合プロデューサー 山本 聖氏 

企画：（株）ジェイアール東日本企画 

＜2023年2月17日（金）＞ 
●11:30～12:00 江戸前から持続可能な社会の実現へ 

海光物産（株）代表取締役 大野 和彦氏／企画：船橋商工会議所 
●12:00～12:30 新しい価値作り「地元野菜を練り込んだ生パスタ」 

（同）オークウェイ 代表社員 富樫 義行氏／企画：船橋商工会議所 
●13:30～14:00 世界から見た「飛騨市の食材の魅力」 

元在フランス日本大使館 公邸料理人・飛騨市 食の大使 工藤 英良氏 
／企画：岐阜県・（株）中日アド企画 

●15:30～16:00 オリーブオイルの最新ボトルデザイン 
在日イタリア商工会議所 イベントマネージャー 中島 峻介氏
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出展社リスト
（株）ART、（株）ISOコーポレーション、アイサポート　コンサルタント、（株）藍匠、あいず工房、会津若松商
工会議所、（株）アイトーン、（株）アイビーGOOD、（株）Iron、青柳清治郎商店、赤城のホルモン屋、阿賀野市
商工業振興協議会（新潟県）、（有）アキ、安芸津町商工会、曙工芸（株）、（株）あさぎり商社、旭市商工会、足
利商工会議所、あす花園芸、明日香村商工会、足助まいど商店、（株）アズファーム、アッパッパ屋、（株）アデ
リー、Atolla、網走ビール（株）、（株）阿部農縁、（一社）あまがさき観光局、尼崎商工会議所、有田商工会議所、
（株）アワグラス、（有）あわら農楽ファーム、（株）アンチエイジングコミュニケーション、ANTELOPE
（株）、EGA International Holdings（株）、（株）伊江島物産センター、（有）育風堂精肉店、石垣市商工会、
（株）石垣島はちみつ、（有）石丸館、伊勢小俣町商工会、（有）伊勢志摩冷凍、（有）いち粒、（株）いっぷく堂、
（有）いづみや、糸魚川商工会議所、（有）伊藤鉉鋳工所、（有）稲垣石材店、（株）稲田本店、井上真珠、伊能忠
次郎商店／かけわ（株）、（株）いのさん農園、IMARI（株）、伊万里商工会議所、（株）イルローザ、（資）岩立
本店、（株）岩の原葡萄園、（資）インテリアコンドー、（有）ウイポップ、上田商工会議所、魚津商工会議所、
（株）ヴォロンティエｉ、牛深商工会議所、（株）ウフフ、うるま市商工会、（株）売れるギフト通販研究所、栄月
製菓、（株）エイコー、（株）エイチテクニカ、A.P.M、（株）エコノレッグ、（株）エスエス、SDGsによる白浜
町地域未来創造協議会、越前あわらブランドａ／あわら市商工会、エバーグリーンファーム、（株）愛媛海産、（株）
エフ・ワイ、（株）エミール、（株）エモーションズワーク、enko、近江八幡商工会議所／安土町商工会、大垣商
工会議所、（同）オークウェイ、大阪商工会議所、（株）オーシャン・トラスト、大台町商工会、大髙醤油（株）、
おおつか有機農園、大月市商工会、大津商工会議所、大橋珍味堂（株）、（有）大橋量器、大畠酒造、（株）オール
コセイ、岡崎商工会議所、男鹿市商工会、男鹿ジャン、岡谷商工会議所、岡谷シルクブランド協議会、おかやまおひ
さまファーム（株）、岡山商工会議所、（有）おかわり、沖縄商工会議所、沖縄南風堂（株）、沖養蜂場、（株）お
こめん工房、小田原市橘商工会、小田原箱根商工会議所、（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／おとべ創生（株）、opera農苑、小山商工会議所 

海光物産（株）、各務原商工会議所、鹿児島堀口製茶（有）／（株）和香園、かごしま有機農業推進協議会、（株）
果実本舗、カジュッタ、（株）かたぎり、片山木工所、葛城市商工会、（株）菓te-ri、(株)かどやコーポレーション、
（株）金井農園、金沢商工会議所、カヌカ印房、かねご製餡（株）／匠あんこ堂、（株）兼由、釡石商工会議所、
（株）かまいしDMC、（有）上山琥珀工芸、ガラス工房メルハバ、唐津商工会議所、苅周（株）、Karte 
Remaking Factory、（有）かわば、川場村商工会、（株）川原、（株）神田酪農、紀州梅加工企業組合、北秋田市
商工会、北九州商工会議所、キッコーマンこころダイニング（株）、喫茶しま、（株）きはだや、岐阜化繊工業
（株）、岐阜県、（株）九州蜂の子本舗、協同組合飛鳥観光振興、（株）協同商事コエドブルワリー、郷土料理いし
かわ、桐生商工会議所、（株）キングマカデミアンJAPAN、草津商工会議所、久慈商工会議所、（株）クジラテラ
ス、（株）くまがい卵油研究所／（株）あきた雑穀村、（株）くまの農業振興公社、（株）クラベル・ジャパン、
（有）グリーンバレー、來美商店（株）、桑名商工会議所、群馬県商工会連合会、K型 chocolate company、ケン
ズカフェ東京／（株）CLASKA、（株）COREism、甲賀市商工会、神崎町商工会、江津市地場農産物ネットワーク
協議会、江南商工会議所、甲府商工会議所、（株）コーヒー乃川島、GO&FUN Japan（株）、ゴーヤカンパニー
（有）、国産小麦と天然酵母のパン工房 HIBINO、（株）コサナ、小島食品工業（株）、（有）小島製菓、（株）小
菅つくる座、小菅村商工会、五代目　森山清次兵衛、児玉冷菓、湖東３町商工会、（株）ごとう醤油、（有）コトブ
キ印刷、（有）コトヨ醤油醸造元、（株）小西商店、古仏頂焼　いしの窯、御坊商工会議所、小牧商工会議所、米貴、
（株）小山園茶舗、（同）Conche、近藤酒造（株） 

（有）斉藤石材店、佐伯蒟蒻（有）、坂出商工会議所、境港商工会議所、笹一酒造（株）、笹神商工会、（有）佐々
木商事、（株）薩摩翁、（株）サドヤ、さぬきうるし Sinra、佐野商工会議所、The Hive and Barrow、狭山商工
会議所、佐原商工会議所、（有）サンコー、サンタ・クリエイト、（株）三丹本店、山武市商工会、（有）三雄産業、
（株）SEAGATE、GENERAL COMPANY（同）、（株）ジェリフ、滋賀県商工会連合会、（株）四季彩堂、静岡
商工会議所、自然栽培の薄井農園、（株）CITRUS JAPAN、しぶかわ商工会、志摩市商工会、（有）しまや、清水
商店、（株）ジムウェイ、下諏訪商工会議所、積丹町地域活性化協議会、シャトー酒折ワイナリー（株）、（株）ジャ
パン・ファームプロダクツ、ジャパン・フードコーディネーター・スクール、シュガーソルト垣乃花（株）、上越商
工会議所 、上州沼田シードル醸造（株）、（有）松水商店、（株）賞美堂本店、（株）食文化研究所、（株）食・
メディア、（株）白形傳四郎商店、（株）しらかみファーマーズ、白浜町商工会／日置川町商工会／すさみ町商工
会、新光電装（株）、新庄商工会議所、新ひだか町、（有）深緑茶房、水原商工会、（有）水原町農産センター、須
賀川商工会議所、すきブランド協議会、（有）スズマン本舗、STUDIO FIBO、寿都町役場、ステーキダイニング ゆ
かり、（株）スピードワゴン、（株）スピナ、角　美津穂、諏訪商工会議所、諏訪せんべい本舗、（株）生産者直売
のれん会、（株）セーフティ・リ・ファーム88、（有）セデックジャパン、瀬戸商工会議所、善、全国商工会連合会、
宗永堂、（株）総合近江牛商社、創麺屋（株）、ソーシャルタウン今金町推進協議会、そば処ふくおか、Sora 
Japanity

太冠酒造（株）、（有）ダイテック、大洋化学（株）、（資）高田酒造、（株）Takano Farm、高橋農園、宝塚商
工会議所、武内（資）、武雄商工会議所、多古町商工会、タッキーフーズ（株）、谷櫻酒造（有）、（有）たのし屋
本舗、だるまや、千曲商工会議所、千葉県匝瑳市商工会、（株）チャンチャーレ／近江八幡商工会議所、（株）銚子
屋、（有）丁子屋、津市商工会、（有）辻丈蔵商店、土浦商工会議所、（株）常三郎、燕商工会議所、（有）ティア
ラ、（株）ディーグリーン、テクノワールド（株）、（株）テラモト、天栄食品、天空の里 うわの、（株）東海軒、
東金元気づくり（株）、東金商工会議所、十日町商工会議所、（株）時之栖富士、徳長梅酒製造場、徳星醤油醸造場、
常滑商工会議所、所沢商工会議所、利守酒造（株）、鳥羽農園、とびしま柑橘工房（株）、富山県南砺市（南砺の逸
品）、豊浦町山村活性化推進協議会、豊田商工会議所、とろけるわらびもちと和紅茶のお店　甘美屋 

（株）ナイストゥハブ、ナイル（株）、（有）長井米生活農場、長岡商工会議所、ナカガワ・アド（株）、長崎デザ
インアワード2022、長浜商工会議所、（有）中村機工、名古屋コーチン料理・釡飯　河良、なだや（株）、（株）
ナチュレ、（有）名原、鍋店（株）、南富フーズ（株）、（有）肉の喜多家、にこにこバラ園（株）、西岡ファーム、
（有）西野商店、二代目　大柿竹細工、日南商工会議所、日研工業（株）、（株）NIPPONIA SAWARA、日本緑茶
（株）、（同）丹羽（くんねこcafe）、丹羽治産業（株）、沼田市東部商工会、（株）ネオプライムヒグチ、（株）
Next Food Culture 麺屋梅ノ木、根羽村、（株）ネルニード、農事組合法人フジ、農事組合法人 ユナイテッドファー
ム21、直方商工会議所、（株）ノースフリート、（株）野上米穀、（有）野澤作蔵商店、のぼりや製菓（有） 

BAR ZERO、Heart O-live、（株）ハーベス、ばいこう堂（株）、パイシーパイス、ハイジェントテクノロジー（株）
山形工場、buyer's room受賞者、（有）博多商店、（株）HACHIFUKU、八米、パドック（株）、（有）はなぶさ
有機農園、（株）ハニージャパン、ハニーベル（株）、濱野屋ティートラスト（有）、浜松商工会議所、（有）はや
し、（株）羽床総本店、（有）原野製茶本舗、バリューマネジメント（株）、（株）ハンプティーダンプティーティー
パーティー、（株）Beer the First、（株）ビーエイチ、東野リキュール製造場、ひげた食品（株）　、（株）ビジョ
ン、（株）飛騨海洋科学研究所、日高村商工会、飛騨市役所 農林部 食のまちづくり推進課、人吉商工会議所、美幌
商工会議所、（株）美味香、「兵庫 - Nipponと暮らす - 」、開屋本舗（株）、（有）ひるがのラファノス、（株）
ひろまる食品工房、FAR YEAST BREWING（株）、（株）フォトジラフ、（有）福井堂、福井西商工会、福岡県　
小郡市商工会、（有）フクオカ食品、福島県石川町、福島県　只見町、福智町商工会、（株）福元洋食店、福山商工
会議所、（株）浮月、フジゲン（株）、富士商工会議所、富士見商工会、富士吉田商工会議所、府中商工会議所、船
橋商工会議所、（有）麩前、（株）麩屋万、+mugi、PLANTE（株）、（同）プロダクション未知カンパニー、豊後
高田商工会議所、ヘアサロンハイビスカス、碧園お茶の純平、（有）ペパーミント商会、（株）Helix Experience、
（株）Bo Project.、乾海苔問屋　味花、北海道山葡萄協会 PUNKALI工房、ホテルトヨタキャッスル、（株）堀他、
（株）本家中村屋 

（有）マサヤ、まちづくり上田（株）、特定非営利法人まち・文化再生プロジェクト、松井酒造（名）、松阪香肌商
工会、枩田商店、（株）松本栄文堂、真奈企画（株）、（有）マルアキ水産、（有）マルイチ商店、丸七製茶（株）、
丸上商店、（株）マルタカ、（株）マルデ鋳器、（株）マルヒデ岩崎製茶、マルヤ水産（株）、（有）丸芳能戸水産、
（有）丸六本山商店、（株）マルワ製麺、（株）萬平浪漫、（株）ミート工房かわば、三浦商工会議所、磨き屋シン
ジケート、三木商工会議所、水引工房やまだ、（株）みちこアソシエイツ、みどり市商工会、（有）港屋、南伊勢町
商工会、南富良野町商工会、ミノルフラワー、三原臨空商工会、（有）美馬交流館、美馬市商工会、宮栄商事（有）、
（株）宮川物産、都城商工会議所、あじわう宮島（宮島町商工会）、（株）宮島ビール、宮本みそ店、みんなの畑、
（株）明光商事、明和町商工会、meu tempo、（株）餅工房、（有）もとや、（株）もみじかえで研究所、（有）
紅葉堂、もりごもり、Morrow 珈琲、紋別商工会議所 

焼肉よらく、八島山荘、（株）野州たかむら、安田商工会、（株）安福又四郎商店、（有）谷地林業、（株）弥冨農
園、柳川市商工会、山江村農林産物振興協議会、（株）山呉、（株）山﨑、（有）山崎彫刻店、（株）山下水産、や
まじ農園、（有）山精水産、ヤマダアールカンパニー（株）、（有）ヤマタネ、やまだ農園、（株）山忠、（有）山
藤、大和高田商工会議所、（株）ヤマハン、ユウセン（同）、（有）ゆめ明日香、横須賀商工会議所、（株）ヨコ
チュー、よこやま（株）、吉野川市商工会／美郷梅酒会、（株）吉村味噌糀店、（株）よしや、米子商工会議所、
（株）萬屋醸造店 

La vie verte（同）、（株）LasiQ、（株）ラハイナ・コーポレーション、らぱん、（有）ラパン、蘭越町／シミッ
クホールディングス（株）、リストランテ　ヴェルサーレ、龍華、リラクゼーション　ジラク、ルナイエナ、るんご、
Reggopann Factory（花琳舎）、（株）ローズメイ、（同）ROC IA AKITA JAPAN、Lock_Systems、（株）
Lohastyle 

（株）脇坂園芸、和気商工会、（株）ワタナベファーム、蕨商工会議所、（有）ワンツー
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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、iPod Style、（株）アクセスインターナショナル、アグリライフ、朝日新聞
社、足利商工会議所、（株）アド・サークル、（有）アトリエケイアンドワイ、アフロディー
テ通信社、（株）アミューズメントプレスジャパン、アライブ（株）、（株）ALBA、（株）
印刷紙業社、印刷時報（株）、（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、特定非営利活動法人エポックメディア、MKプランニン
グ　駒澤オフィス、（株）エンジニアリングニュース社、（株）桜美、（一財）大阪デザイ
ンセンター、Office Edit、（株）オフマガNEXT、（株）化学工業日報社、（株）花卉園
芸新聞社、（株）家具新聞社、（株）紙之新聞社、眼鏡光学出版（株）、岐阜新聞社、京
都新聞社、（株）協報、キラジェンヌ（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、GLOBAL MEDIA CORPORATION、（一社）経
営実践支援協会、月刊文具新聞社、（株）GENKI LABO、（株）光文社、（株）興隆出版
社、Co-edit、（株）コーティングメディア、国際商業出版（株）、今周文化事業股份有限
公司、（株）ザ・トピックス社、産業通信（株）、三立電視份有限公司、（有）シーエム
シー・リサーチ、（株）JDN、信濃毎日新聞、（株）宗教工芸社、（株）商店建築社、
（株）消費と生活社、新町labo（株）、（株）信用交換所、（株）ステイショナー、（株）
スポーツニッポン新聞社、（株）世界日報社、（株）セレクト、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、（株）Zen Works、（株）総合報
道、綜合ユニコム（株）、（株）ゾディアック、ダイセン（株）、ダイセン(株)、ダイセン
（株）、（株）team145、CHIEnoWAコミュニケーション、（有）テーアッシュ、（株）
鉄鋼新聞社、（株）デュウ、（株）テレビ朝日、（株）展示会営業マーケティング、（株）
電波新聞社、東京オフィストレンド、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、東京ピーアール企画（株）、東京ベイネット
ワーク（株）、東京メトロポリタンテレビジョン（株）、（株）東方インターナショナ
ル、（株）東洋ファニチャーリサーチ、十勝毎日新聞社、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、（株）日用品化粧品新聞
社、日刊工業新聞社、（株）日刊木材新聞社、日経BP社、日新火災海上保険（株）、日報
ビジネス（株）、（社）日本印刷技術協会、日本経済新聞社、（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、（株）日本文具新聞社、（一財）
日本綿業振興会、（株）練馬放送、Passion and Will、（株）パブリカ、（株）BABジャ
パン、（株）ピーオーピー、P-OZONE INC.、捷思整合行銷股份有限公司、（株）ワールド
フォトプレス、（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、（株）プロメディア、（株）ポスティコーポレーション、ポップ＆ボックス社、毎日新
聞社、Miss Tourism World、（株）土産品新聞社、メトロポリターナプロジェクト、モー
ドコム（株）、UBMジャパン（株）、（株）読売新聞社、読売新聞社、（株）ライジング
出版、（株）ラクーンコマース、（株）ラクーンホールディングス、（株）Rabikeri、ラ・
フォンティーヌ、ラベル新聞社、（株）リフォーム産業新聞社、LUICO GROUP、（株）
レッドクラブ、（株）ワールドフォトプレス他（社名五十音）
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来場者アンケート

業態

きっかけ

「仕入動機の強さ」 
63.95％が仕入動機

「高い仕入権限」 
ある程度とあわせると 

73.11％

※新製品コンテスト会場にて集計（n1502）

目的

仕入権限
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（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。




