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1．開催概要 

名 称： 中小企業総合展 in Gift Show  

目 的：    経営革新に果敢に取り組む中小企業・ベンチャー企業が国内有数の 

        大規模専門展示会にまとまって出展する場を設け、自ら製造、開発した 

        ギフト等雑貨（消費財分野）の新商品などを一堂に展示するものであり、 

        国内外バイヤーとの商談機会創出と販路開拓の足掛かりを得るための支援を 

        通じて、更なる事業成長に繋げることを目的として開催しました。 

会 期： 2019年2月12日（火）～15日（金） ＊4日間  

時 間： 10:00～18:00（最終日のみ16:00まで）  

会 場： 東京ビッグサイト東4ホール  

     第87回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2019 会場内  

主 催： 独立行政法人中小企業基盤整備機構 

出展者数： 100社 （一般出展 84社、特別枠出展※ 16社） 

※特別枠：   平成30年7月豪雨、平成30年台風２１号、北海道胆振東部地震により 

            被害を受けた中小企業者 

        うち、三法認定企業 27社 

        （新連携 1社、地域資源活用 25社、農商工連携 1社） 

展示内容： ①企業出展 ブース展示 

                      中小企業者100社が出展しました。 

      ②特別展示 

         出展者100社の製品を一堂に展示しました。 

      ③海外展開相談コーナー 

         中小機構の専門家が海外ビジネスに関する相談を受け付けました。 

開催概要 

■第87回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2019 概要 

名 称：    第87回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2019  

会 期： 2019年2月12日（火）～15日（金） ＊4日間  

時 間： 10:00～18:00（最終日のみ16:00まで）  

会 場： 東京ビッグサイト（東京国際展示場）全館 97,420㎡（東京都江東区有明3-11-1）   

 東展示棟１～８ホール、西展示棟１～４ホール及びアトリウム  ※同時開催展含む 

主 催： 株式会社ビジネスガイド社 

テーマ： 健康でアクティブな暮らし方への挑戦 PARTⅡ 

総出展者数： 3,002社（内海外16の国と地域から275社が出展）※同時開催含む 

出展者数： 2,034社（内海外12の国と地域より238社） 

総来場者数： 324,289人（内海外来場者 6,372人） ※同時開催含む 

来場者数： 191,592人（内海外来場者 5,351人） 

        内訳   2月12日  40,827人（1,813人） 

             2月13日  56,298人（1,610人） 

             2月14日  53,372人（1,316人） 

           2月15日  41,095人（   612人） 
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会場情報 

第87回東京インターナショナル・ギフト・ショー 

東京ビッグサイト 西展示棟１～4ホール 

東京ビッグサイト 東展示棟１～8ホール 

中小企業総合展 
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3．出展者小間位置（会場レイアウト） 

4ホール入口側 

会場レイアウト 

特別展示コーナー 受付カウンター 

海外展開相談コーナー 
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小間番号 カテゴリー 出展者名（掲載用） 所在地 展示商品名 特別枠 三法認定 

東4SMEｰ001 服飾 伊田繊維（株） 群馬県 【日本製】作務衣・甚平   地域資源 

東4SMEｰ002 服飾 （株）エコマコ 長野県 白無垢 -結-     

東4SMEｰ003 服飾 大橋メリヤス 群馬県 
昔ながらの編機で編んだ”ふんわりニッ
ト製品” 

    

東4SMEｰ004 服飾 オリエンタル製靴（株） 兵庫県 
ＫＡＧＵＲＡ ＭＥＮ - handsewn 
welted 

    

東4SMEｰ005 服飾 かさや儀平 大阪府 
茜鹿革シューズ。茜有機綿子供毛布。茜
ジーンズ。他 

★   

東4SMEｰ006 服飾 （株）上白石 東京都 真鍮製アクセサリー、真鍮金具     

東4SMEｰ007 服飾 （株）カラーズヴィル 愛媛県 
今治ライトガーゼマフラー/瀬戸内ガー
ゼマフラー 

    

東4SMEｰ008 服飾 三代目板金屋(（株）山崎製作所) 静岡県 KANZASHI     

東4SMEｰ009 服飾 田中帽子店 埼玉県 
埼玉県春日部市の伝統工芸品 麦わら帽
子 

    

東4SMEｰ010 服飾 （有）豊岡クラフト 静岡県 
「augmenter」ハンドバック、クラッ
チバック 

    

東4SMEｰ011 服飾 （株）ニシオカ 愛知県 
和素材・和柄を使用したハンチング・ク
ロシェ・麦わら帽子。 

    

東4SMEｰ012 服飾 Palaina L.O 北海道 
＜ 着物・デニム・アップサイクリング 
Bag ＞ 

★   

東4SMEｰ013 服飾 肥後染色夢しぼり 鹿児島県 奄美泥染めTシャツ     

東4SMEｰ014 服飾 （株）松井ニット技研 群馬県 
ストライプ・リブマフラー、帽子、メッ
シュバッグ、ポーチ等 

  地域資源 

東4SMEｰ015 服飾 （株）みなみかぜ 兵庫県 
倉敷帆布使用オリジナルデザインのスワ
ロフスキートートバッグ 

    

東4SMEｰ016 
ビューティ・ヘル

ス 
（株）キットブルー 北海道 

①北海道海参馬油 
②ＨＯＫＫＡＩＤＯ ＢＥＡＵＴＹ Ｇ
ＥＬ 

★   

東4SMEｰ017 
ビューティ・ヘル

ス 
クルン（株） 大阪府 

歯周ケアロールブラシ「クルン」「ルン
ダ」 

    

東4SMEｰ018 
ビューティ・ヘル

ス 
嵯峨乃や 岐阜県 五本指健康下駄・GETALS（ゲタル）     

東4SMEｰ019 
ビューティ・ヘル

ス 
昌和莫大小（株） 奈良県 はだし靴下   地域資源 

東4SMEｰ020 
ビューティ・ヘル

ス 
龍野コルク工業（株） 兵庫県 エアビーズクッションCuCuロイヤル     

東4SMEｰ021 
ビューティ・ヘル

ス 
TSUYOMI（株） 愛知県 デンタルコスメ  KAMIGAKI(カミガキ)     

東4SMEｰ022 
ビューティ・ヘル

ス 
西垣靴下（株） 奈良県 

奈良の職人が使う人のために造り上げた
高機能靴下エコノレッグ 

  地域資源 

東4SMEｰ023 
ビューティ・ヘル

ス 
（有）畑中義和商店 兵庫県 

元祖・洗顔用こんにゃくスポンジ『つや
の玉』 

    

東4SMEｰ024 
ビューティ・ヘル

ス 
Hime-Kagura媛香蔵(三洋興産（株）) 愛媛県 Hime-Kagura媛香蔵   地域資源 

東4SMEｰ025 
ビューティ・ヘル

ス 
ベナスタス（株） 沖縄県 

YUKUIアメニティ、バスソルト３種、ナ
チュラルソープ各種 

  地域資源 

出展者一覧（小間番号・カテゴリー順） 
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小間番号 カテゴリー 出展者名（掲載用） 所在地 展示商品名 特別枠 三法認定 

東4SMEｰ026 
ビューティ・ヘル

ス 
堀内鏡工業（株） 大阪府 Ｆｏｌｄｉｎｇ Ｍｉｒｒｏｒ     

東4SMEｰ027 
ビューティ・ヘル

ス 
まくらのキタムラ(（株）Kitamura 
Japan) 

愛知県 オリジナル枕 ジムナストシリーズ     

東4SMEｰ028 
ビューティ・ヘル

ス 
（株）メディカルフロント 滋賀県 はるコスメシリーズ     

東4SMEｰ029 
ビューティ・ヘル

ス 
ROSELABO（株） 東京都 化粧品ギフト   農商工 

東4SMEｰ030 クラフト・伝統 （株）ウチキ 石川県 
4大産地コラボ 漆磨カップシリーズ 
新作 箔衣 

★ 地域資源 

東4SMEｰ031 クラフト・伝統 梶谷商店 愛知県 水引付き房紐（金属探知機対応！）     

東4SMEｰ032 クラフト・伝統 軽部草履（株） 山形県 
竹皮草履‐竹粋‐、特選竹皮手編み草履-
竹粋・極- 

    

東4SMEｰ033 クラフト・伝統 （株）清原織物 滋賀県 
名刺入れ・蝶ネクタイ・ふくさ・懐紙入
れ・マグネットバー 

    

東4SMEｰ034 クラフト・伝統 （有）佐賀ダンボール商会 佐賀県 
有田焼の万華鏡、万年筆、オルゴール、
腕時計、グラス、堺包丁等 

  地域資源 

東4SMEｰ035 クラフト・伝統 （有）萩陶苑 山口県 
現代のライフスタイルに溶け込む萩焼の
器 

  地域資源 

東4SMEｰ036 クラフト・伝統 （株）ジル・インターナショナル 東京都 
MAISON MAYUMI/LE KOOGEI（ル・
コーゲイ） 

    

東4SMEｰ037 クラフト・伝統 スタジオモフサ 山梨県 主にオーダー暖簾を染めています。     

東4SMEｰ038 クラフト・伝統 （有）竹田ブラシ製作所 広島県 
化粧筆群、携帯用化粧筆群、洗顔ブラシ 
製品開発等の技術的相談 

  地域資源 

東4SMEｰ039 クラフト・伝統 東京和晒（株） 東京都 
東京本染てぬぐいおくるみ、
TOKYOMACHIGI、他 

  地域資源 

東4SMEｰ040 クラフト・伝統 西嶋和紙工業協同組合 山梨県 
おおむらさき・クリスタルパウダーファ
インアート 

    

東4SMEｰ041 クラフト・伝統 （株）橋本幸作漆器店 石川県 輪島うるし箸【WABISABI】シリーズ     

東4SMEｰ042 クラフト・伝統 （株）ピースプランニング 山梨県 和の彩 wanoiro 金銀糸      

東4SMEｰ043 クラフト・伝統 平井木工挽物所 大阪府 手作り万年筆 ・ 手作りボールペン ★   

東4SMEｰ044 クラフト・伝統 結納センターつちだ 香川県 
結納飾りをはじめ、水引のブーケや髪飾
り、アクセサリー等 

    

東4SMEｰ045 
ステーショナ
リー・ホビー・

キッズ 
（有）アイ・シー・アイデザイン研究所 大阪府 

子どもの発想力を引き出す知育玩具「ノ
シリス」、他 

  新連携 

東4SMEｰ046 
ステーショナ
リー・ホビー・

キッズ 
アムツムグ(（有）シンメ) 大阪府 

国産い草のステーショナリー・ａｍｔｓ
ｕｍg（アムツムグ） 

★   

東4SMEｰ047 
ステーショナ
リー・ホビー・

キッズ 
育児工房(（株）オオサカヤ) 愛知県 オーガニックガーゼ反物     

東4SMEｰ048 
ステーショナ
リー・ホビー・

キッズ 
（株）AH Products 東京都 LaLaCoチェア     

東4SMEｰ049 
ステーショナ
リー・ホビー・

キッズ 
（株）奥野かるた店 東京都 

かるた、百人一首、カードゲーム、双六
などの室内ゲーム 

    

東4SMEｰ050 
ステーショナ
リー・ホビー・

キッズ 
（同）きのわ 福島県 木はり絵アートキット     

出展者一覧（小間番号・カテゴリー順） 
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小間番号 カテゴリー 出展者名（掲載用） 所在地 展示商品名 特別枠 三法認定 

東4SMEｰ051 
ステーショナ
リー・ホビー・

キッズ 
ハリマウス（株） 京都府 ハリマウス     

東4SMEｰ052 
ステーショナ
リー・ホビー・

キッズ 
結姫(アクティライフ（株）) 福井県 

変わるご祝儀袋・水引で作られたアクセ
サリー 

    

東4SMEｰ053 
キッチン・ダイニ

ング 
河村刃物（株） 大阪府 重陽-CHOYO-     

東4SMEｰ054 
キッチン・ダイニ

ング 
KIMOTO GLASS TOKYO(木本硝子
（株）) 

東京都 
日本酒を美味しく楽しく飲むグラス 
ES,MAI,BRUME 

  地域資源 

東4SMEｰ055 
キッチン・ダイニ

ング 
（有）神戸はしまん 兵庫県 

年金受取口座開設の記念品やお誕生日プ
レゼントに向いた塗箸セットをご紹介い
たします。 

    

東4SMEｰ056 
キッチン・ダイニ

ング 
シーズン（株） 大阪府 

①和風デザインワックスﾍﾟｰﾊﾟｰ②シース
ルーポリバッグ③キャリーマルシェ な
ど 

    

東4SMEｰ057 
キッチン・ダイニ

ング 
（株）四季彩堂 静岡県 遠州綿紬 くるり お茶缶     

東4SMEｰ058 
キッチン・ダイニ

ング 
白鷺木工 石川県 

国産天然木と自然素材でつくる強くて、
かわいい漆器（SHIRASAGI sibo）他 

    

東4SMEｰ059 
キッチン・ダイニ

ング 
Studio08 愛知県 ガラスの漬け物容器     

東4SMEｰ060 
キッチン・ダイニ

ング 
（株）武林製作所 大阪府 

カトラリーレスト（菊・梅・桜・芍薬・
ツツジ）ＩＴＡＤＡＫＩ 

★   

東4SMEｰ061 
キッチン・ダイニ

ング 
PROGRESS(（株）日翔工業) 静岡県 Jewelry・Glass、sekki     

東4SMEｰ062 
キッチン・ダイニ

ング 
ホトトギス（株） 大阪府 日本の伝統「蚊帳生地ふきん」     

東4SMEｰ063 
キッチン・ダイニ

ング 
（株）マハロカンパニー 香川県 

【マハロバスケット】 【パイナポッ
ト】 

    

東4SMEｰ064 
キッチン・ダイニ

ング 
丸新製陶（有） 岐阜県 マグカップなど食器   Logo Deco      

東4SMEｰ065 
キッチン・ダイニ

ング 
三星刃物（株） 岐阜県 和 NAGOMI   地域資源 

東4SMEｰ066 
キッチン・ダイニ

ング 
（株）山本木工所 愛媛県 

「内子すぎ」を厳選し優れた技術とデザ
インで作りあげた弁当箱 

★ 地域資源 

東4SMEｰ067 
キッチン・ダイニ

ング 
（株）山脇刃物製作所 大阪府 

本焼シリーズ「水焼本焼 富士掛かり
月」/上作シリーズ 

    

東4SMEｰ068 
キッチン・ダイニ

ング 
（有）夢工房 岩手県 

箸、箸置、木製コップ、小皿、茶托、ト
レー、ほおずき照明、等 

    

東4SMEｰ069 
ホーム・ライフス

タイル 
旭紡績（株） 大阪府 

「いとやのタオル」 コンパクトサイロ
スパン糸使用タオル  

★ 地域資源 

東4SMEｰ070 
ホーム・ライフス

タイル 
市川織布工場(（株）イチオリ) 愛知県 

ガーゼケット、ガーゼタオル、ハンカチ、
ベビー用ガーゼ製品等 

    

東4SMEｰ071 
ホーム・ライフス

タイル 
岩月鬼瓦 GaRock(（有）岩月鬼瓦) 愛知県 

招鬼猫「きばニャンコ」・「すずニャン
コ」 

  地域資源 

東4SMEｰ072 
ホーム・ライフス

タイル 
岩手製鉄（株） 岩手県 岩鉄鉄器     

東4SMEｰ073 
ホーム・ライフス

タイル 
（有）ウイル電子 愛知県 

月見の和紙と揺らめく灯火、漆器塗りシ
リーズ、琉球硝子のあかり 

    

東4SMEｰ074 
ホーム・ライフス

タイル 
（株）H・R 広島県 

大長レモンアロマオイル、和柑橘アロマ
オイル、果皮エキス、香水 

  地域資源 

東4SMEｰ075 
ホーム・ライフス

タイル 
（株）Ｈ＆Ｃ技術研究所 京都府 

ハンデイ形アレルゲン吸引ブラシのシ
リーズ化開発した各種製品 

    

出展者一覧（小間番号・カテゴリー順） 
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小間番号 カテゴリー 出展者名（掲載用） 所在地 展示商品名 特別枠 三法認定 

東4SMEｰ076 
ホーム・ライフス

タイル 
（株）大島屋 岡山県 「igusaism」シリーズ ★   

東4SMEｰ077 
ホーム・ライフス

タイル 
大津毛織（株） 大阪府 

吸湿発熱ホットテックス コットン 
ケット 

★ 地域資源 

東4SMEｰ078 
ホーム・ライフス

タイル 
（株）柿沼人形 東京都 江戸木目込 招き猫     

東4SMEｰ079 
ホーム・ライフス

タイル 
（株）孔官堂 大阪府 

孔官堂香房 彩風＆MyTunes（インセ
ンス） 

★   

東4SMEｰ080 
ホーム・ライフス

タイル 
小島染織工業（株） 埼玉県 あいくま   地域資源 

東4SMEｰ081 
ホーム・ライフス

タイル 
（株）KONOITO 福岡県 

従来の薬品の代わりに酵素の力を借りて
作った綿製品です。天然の綿本来の柔ら
かさと吸水性の良さを両立した肌を刺激
しない綿製品。色は無着色で生成。肌の
弱い方、赤ちゃん、家族皆におススメで
す。ベビー肌着やガーゼケット、大人の
ガーゼケット、ガーゼのくびまき・マス
ク、布ナプキンなどや洗濯用洗剤です。 

    

東4SMEｰ082 
ホーム・ライフス

タイル 
（株）ササキ工芸 北海道 ドアメロディー等 ★ 地域資源 

東4SMEｰ083 
ホーム・ライフス

タイル 
（株）すえ木工 岡山県 

ジーンズメーカーBOBSONとのコラボ
家具・ラグ等 

★   

東4SMEｰ084 
ホーム・ライフス

タイル 
杉浦製陶（株） 岐阜県 

セラミックポストピアス・グレイズドク
ロック・ペットボウル  

    

東4SMEｰ085 
ホーム・ライフス

タイル 
（株）鈴木茂兵衛商店 茨城県 すずも提灯(水府提灯)     

東4SMEｰ086 
ホーム・ライフス

タイル 
テクナード（株） 岐阜県  「シリカクリンエチュードシート」   地域資源 

東4SMEｰ087 
ホーム・ライフス

タイル 
（株）トップ堂 愛知県 カビナイバッグ（ギフト用）     

東4SMEｰ088 
ホーム・ライフス

タイル 
（有）野々山籐屋 愛知県 お部屋用消臭剤（fagot）     

東4SMEｰ089 
ホーム・ライフス

タイル 
飛驒産業（株） 岐阜県 

きつつき森の研究所 エッセンシャルオ
イル 

  地域資源 

東4SMEｰ090 
ホーム・ライフス

タイル 
Formosaflowers(（株）永光) 大阪府 

Formosaflowers人感センサー機能付ラ
イトフラワー 

★   

東4SMEｰ091 
ホーム・ライフス

タイル 
プラス産業（株） 静岡県 

玉子型パッケージ「紙たまご」・樹脂製
に代わる「紙製カップ蓋」 

    

東4SMEｰ092 
ホーム・ライフス

タイル 
（有）フレイムス 東京都 

寄木細工照明（組美）、新商品（LED電
球対応照明）～従来照明/ギフト用 

    

東4SMEｰ093 
ホーム・ライフス

タイル 
フロロ(（株）フロロ) 東京都 

プリザーブドフラワー ソープフラワー 
ハーバリウム 完成品 

    

東4SMEｰ094 
ホーム・ライフス

タイル 
堀内ウッドクラフト 神奈川県 

寄木けん玉「山河」、FSC森林認証製品
「tsunagu」 

  地域資源 

東4SMEｰ095 
ホーム・ライフス

タイル 
町田ローソク（株） 埼玉県 

和蝋燭「花灯窓-望- 」“KATOUMADO 
BOU” 

    

東4SMEｰ096 
ホーム・ライフス

タイル 
丸中（株） 群馬 

桐生の帯で作ったバッグ、ポーチ、イン
テリア小物 

  地域資源 

東4SMEｰ097 
ホーム・ライフス

タイル 
山田木管工業所 岐阜県 

モダン御神札（おふだ）額等のモダン神
具 

  地域資源 

東4SMEｰ098 
ホーム・ライフス

タイル 
（有）悠々庵 群馬県 

お香「一輪香」「雪月花」「塗香・清」
「祈りと癒しのお線香」 

    

東4SMEｰ099 
ホーム・ライフス

タイル 
レザーデザイン＆クラフツ シュエット
ドール 

和歌山県 「イージーオーダーの革財布」と革小物     

東4SMEｰ100 
ホーム・ライフス

タイル 
（株）和紙の布 大阪府 杉、ひのきから生まれた木糸の靴下 ★   

出展者一覧（小間番号・カテゴリー順） 
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基本小間仕様 

Ａ：展示台 

Ｂ：システム展示台 

小間規格：間口 2.0m×奥行 1.5m×高さ2.7m(3㎡) 出展料（小間料金） 46,800円（税込） 

出展者には A：展示台 B：システム展示台 Ｃ：標準棚 Ｄ：ハンガーの４種類から基本形を選んで頂きました。  
※どちらも不要の場合は、展示台・壁面棚パネルを除いた仕様で提供。  



9 9 

基本小間仕様 

Ｃ：標準棚 

Ｄ：ハンガー 
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特別展示コーナー 

特別展示コーナーの様子 

来場したバイヤーの皆様にも大きなインパクトを与えるとともに、 

中小企業総合展 in Gift Showのスケール感、面白さを感じてもらい、ゾーン内へと 

誘導を行うことが出来ました。 

中小企業総合展ゾーン内に特別展示コーナーを設け、 

商品をより多くの来場者の目に触れるスペースに展示することで、ブースへの集客を促す
ことを目的に、全出展者の商品を一堂に展示する特別展示コーナーを設置しました。 
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■オンラインセミナー 

  展示会への出展を決定してから、当日までの準備、また当日のお客様対応から 

  アフターフォローまでの流れを３本の動画にまとめ、出展者向けに配信しました。 

 

 

 

 

 

 

 

■中小企業総合展独自のバイヤーズガイドの作成 

  中小企業総合展 in Gift Showでは、主催者発行のガイドブックとは別に、 
  中小企業総合展の出展者情報を掲載した独自のバイヤーズガイドを作成しました。 
  会期中来場者に配布するとともに、会期前に「中小企業総合展」ホームページにて  
  電子ガイドブックとして掲載することで、バイヤーの来場を促進しました。 

 

【会期前の出展者サポート】 

■出展者説明会 

中小企業総合展 in Gift Showの出展者を対象に説明会を開催しました。 

出展に際しての注意事項の説明や効果的な出展にする為のセミナー等を行いました。 

また、セミナーは録画し再編集したものを、出展者向けに配信しました。 

【セミナー内容】 
 東京インターナショナル・ギフト・ショー主催者による 
 展示会の効果的な活用方法についてのセミナー 
 株式会社ビジネスガイド社 事業部 本部長 藤波 信義 様 

 

出展者サポート 
 

表紙 特集ページ 

出展者紹介ページ 
裏表紙 
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英語通訳スタッフ 

■バイヤーとのビジネスマッチングの提供 

  中小企業総合展事務局や中小機構の専門家が、百貨店、通販やホテルなどのバイヤーを招待し、 

  出展者とのビジネスマッチングを実施しました。 

 

■英語通訳の配置 

  中小企業総合展ゾーン内に、英語の通訳を配置し、 

  海外バイヤーとのスムーズなコミュニケーションをサポートしました。 

 
■商品評価・アドバイス会 
  業界の専門家や現役バイヤーが希望者のブースを巡回し、 

  商品の評価や販路開拓に関するアドバイスを行いました。 

ビジネスマッチングの様子 

【会期中の出展者サポート】 

■海外展開相談コーナー 
  中小企業総合展内に海外展開相談のブースを設け、中小機構の専門家が出展者・来場者の海外展開、   
  海外への販路開拓等や海外ビジネスに関する相談を無料で受け付けました。 
 

海外展開相談コーナーの様子 
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■来場者の声（来場者アンケートより） 

ある程度満足した 

 
大変満足した 

大変役に立った 

ある程度役に立った 

小売 

卸売 メーカー 

その他 

来場者属性 

 

■出展者の声（出展者報告書より） 

出展の満足度 

大変満足した 
43% 

ある程度 

満足した 
55% 

あまり満足して

いない 
2% 

・サスティナブルな発想の商品も多くみられ、大変興味深かった。 
・ものづくりの熱意を感じ励まされました 
・仕入れたいと思う商品がいくつかあった 
・新しい商品の発見があった。 
・常識にとらわれない斬新なアイテムが多い 
・新規開拓の役に立った 
・全国の商品を見ることができた 
・参考になるものを一気に見学、発見できました。 
・新ビジネスのアイデアを得るのに役にたった 
・新商品の開発のヒントになりました 

・出展が初めてでしたが、ほんとうに役に立ちました。 
・新しい先と取引が出来そうで、中国、香港との取引が実現しそう。 
・おかげ様でとても多くのお客様と商談できそうです。 
 これからの開発にも自信になりました。 
・販路開拓に非常に役立った 
・特に費用対効果を思うとすばらしいです。 
 まわりにも魅力的な会社が多く、相乗効果もあると感じました。 
・すごく興味をひいてもらって多くの企業と商談できた 
・スタッフが呼び込み活動で多くの人が来場してくれた 

大変役に立った 

29% 

ある程度役に立った 

67% 

あまり 

役に立たなかった 

4% 

卸売, 20% 

小売(専門店), 

28% 

百貨店, 4% 
量販店, 2% 

通販・訪販(TV・

ネット含む), 7% 

輸出入商社, 4% 

SPエージェン

シー・広告代理

店, 3% 

メーカー, 9% 

商品デザイン企

画, 6% その他, 16% 

来場目的のお役に立ちましたか 

出展者の声・来場者の声 
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会場の様子 
 

■受付カウンター周辺 

■各通路 
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会場の様子 
 

■各ブースでの商談 


