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名 称： 中小企業総合展 in Gift Show 2021 

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： 2021年2月3日（水）～5日（金） ＊3日間

時 間： 10:00～18:00（最終日のみ17:00まで）

会 場： 東京ビッグサイト・東京国際展示場 南４ホール（南４SME01～90）

第91回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2021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： 90社

展示内容： ①企業出展 ブース展示

中小企業者90社が出展しました（うち辞退35社はパネル展示のみ）。

②特別展示 ※辞退35社を除く55社の製品を一堂に展示

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。

④受付・アンケートコーナー

開催概要

■第91回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2021 概要

名 称： 第91回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2021 

会 期： 2021年2月3日（水）～5日（金） ＊3日間

時 間： 10:00～18:00（最終日のみ17:00まで）

会 場： 東京ビッグサイト（東京国際展示場）

（東京都江東区有明3-11-1）

西展示棟１~４ホール及びアトリウム、南展示棟１~４ホール

主 催： 株式会社ビジネスガイド社

テーマ： アクティブライフとリラクセーションギフトの提案

総出展者数： 1,432社（内海外5の国と地域から28社が出展）※同時開催含む

出展者数： 727社（内海外4の国と地域より27社）

総来場者数： 94,335 人（内海外来場者 0 人）※同時開催含む

来場者数： 69,194人（うち海外来場者 0人）

内訳 2月3日 22,721人

2月4日 24,499人

2月5日 21,974人
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会場情報

第９１回東京インターナショナル・ギフト・ショー春２０２１

東京ビッグサイト 南３・４ホール

中小企業総合展 in Gift Show 2021（南4SME01～90）

中小企業総合展

中小企業総合展
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会場レイアウト

南4ホール入口側

海外展開相談コーナー

特別展示コーナー

受付
アンケートコーナー
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出展者一覧（小間番号・カテゴリー順）

小間番号 都道府県 出展者名 展示商品名 出展カテゴリー
辞退企業

(パネル展示のみ)

南4SME-01 富山県 天野漆器株式会社 螺鈿ガラス　金杯（万華鏡）　桜（貝入）黒 クラフト・伝統 ●

南4SME-02 愛知県
岩月鬼瓦 GaRock（（有）岩月鬼

瓦）
鬼師kumiの瓦人形「鍾馗、アマビエ、招鬼猫」 クラフト・伝統

南4SME-03 愛媛県 fifu（（株）ウエイアウト) fifu 草木染オーガニックコットンマスク クラフト・伝統 ●

南4SME-04 東京都 株式会社エーゾーン 「ki-gu-mi」「wa-gu-mi」「si-gu-mi」 クラフト・伝統

南4SME-05 東京都
前掛けエニシング（（有）エニシン

グ）
前掛け クラフト・伝統

南4SME-06 群馬県 加栄レース株式会社 【えんとくん】 クラフト・伝統

南4SME-07 東京都 株式会社柿沼人形 江戸木目込　招き猫 クラフト・伝統

南4SME-08 宮城県 有限会社川商 Jewel Kiriko クラフト・伝統 ●

南4SME-09 東京都 有限会社きれ屋 三布三用　三布前掛け クラフト・伝統 ●

南4SME-10 茨城県 株式会社鈴木茂兵衛商店 すずも提灯(「風鈴提灯えん」「MICシリーズ」) クラフト・伝統 ●

南4SME-11 愛知県 スタジオ０８ ガラスの漬物容器ミニ クラフト・伝統

南4SME-12 大阪府 株式会社デザインポケット 全国グルメ食品サンプル工作キット クラフト・伝統

南4SME-13 静岡県
デジタルファブリケーション株式会

社
富士山麓檜を使用した微細な透かし彫り製品 クラフト・伝統

南4SME-14 大阪府 平井木工挽物所 黒檀・紫檀・屋久杉等世界中の銘木から作った万年筆とボールペン クラフト・伝統

南4SME-15 東京都 有限会社丸越商事 国産桐下駄を使用したサンダル・地球履優 クラフト・伝統

南4SME-16 東京都 株式会社森銀器製作所 善興作　純銀湯沸　立筋 クラフト・伝統 ●

南4SME-17 徳島県 有限会社森工芸 rays tray クラフト・伝統 ●

南4SME-18 長崎県 有限会社山下陶苑 nucca JIYUシリーズ 茶碗/箸置/プレート クラフト・伝統

南4SME-19 岩手県 有限会社夢工房 象嵌箸、箸置、木製コップ、小皿、茶托、トレー、等 クラフト・伝統

南4SME-20 大阪府 旭紡績株式会社 いとやのタオル ホーム・ライフスタイル ●

南4SME-21 石川県 株式会社アシストエリア ATTE chouchou（メイン商品）、ATTEスプレーシリーズ ホーム・ライフスタイル

南4SME-22 栃木県 ALART　丸信金属工業株式会社 NOIR（花器） ホーム・ライフスタイル ●

南4SME-23 埼玉県 株式会社アルナ 2019年グッドデザイン賞を受賞したALUMIUMシリーズ ホーム・ライフスタイル ●

南4SME-24 愛知県 石川メリヤス有限会社 作業用手袋ブランド「サイコロ印」シリーズ ホーム・ライフスタイル ●

南4SME-25 東京都 株式会社AH Products LaLaCoチェア ホーム・ライフスタイル

南4SME-26 大阪府 Formosaflowers（（株）永光） 人感センサー機能付き　LEDライトフラワー ホーム・ライフスタイル ●

南4SME-27  京都府 株式会社Ｈ＆Ｃ技術研究所 衣服・布団に付着した飛沫・花粉・ダニを除去する各種吸引ブラシ ホーム・ライフスタイル ●

南4SME-28 大阪府 ゑびす足袋　本舗（エビス（株）） 土踏まず丈の足袋『こたび』、くるぶし丈の足袋『くるたび』 ホーム・ライフスタイル

南4SME-29 岡山県 株式会社大島屋 「igusaism」シリーズ ホーム・ライフスタイル ●

南4SME-30 愛媛県 株式会社オフィス・ラボ
ピタットチェア２０、ピタットクッション、ピタットテーブル、スマ

イルチェア、杖ホルダー「つえポン」
ホーム・ライフスタイル ●

「すぐれものがたり　中小企業総合展 in Gift Show 2021」

出展者一覧
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出展者一覧（小間番号・カテゴリー順）

小間番号 都道府県 出展者名 展示商品名 出展カテゴリー
辞退企業

(パネル展示のみ)

南4SME-31 東京都 グラーストウキョウ株式会社 ペーパーインセンス、マスクスプレー、香の具、tetote　他 ホーム・ライフスタイル

南4SME-32 兵庫県 株式会社KEiKAコーポレーション プライバシーパネル付段ボールベッド　ひらいてポン ホーム・ライフスタイル

南4SME-33 大阪府 清水産業株式会社 （マイクロファイバー＆タオル）のプリント製品類全般。 ホーム・ライフスタイル

南4SME-34 長崎県 株式会社スワン 五島列島産つばき油配合洗濯洗剤・柔軟剤「ツバキスト」シリーズ ホーム・ライフスタイル ●

南4SME-35 香川県 株式会社タナベ刺繍 風ドラ（”風を感じる”夏用ドライマスク） ホーム・ライフスタイル ●

南4SME-36 岡山県 有限会社ニイヨンイチ サスティナブルデニムペットグッズ ホーム・ライフスタイル

南4SME-37 奈良県 株式会社日本抗菌総合研究所 HOTAPA+薬用ハンドジェル（消毒ノンアルコールジェル） ホーム・ライフスタイル

南4SME-38 和歌山県 有限会社橋爪商店 思わず頬ずりしたくなるバスマットプレミアム ホーム・ライフスタイル

南4SME-39 新潟県 有限会社畑山建築 アクリルスティックディフューザー ホーム・ライフスタイル

南4SME-40 香川県 株式会社マハロカンパニー
【マハロバスケット】　【パイナポット】　【マルシェバッグ（2020

年12月発売予定）】
ホーム・ライフスタイル

南4SME-41 群馬県 丸中株式会社 ダンシャット（本体ごと凍らせせて使うネッククーラー） ホーム・ライフスタイル

南4SME-42 山形県 株式会社モス山形 苔盆栽・苔テラリウム手作りセット　苔盆栽　苔パッケージ ホーム・ライフスタイル ●

南4SME-43 岐阜県 山田木管工業所 木枠付き飛沫感染防止パネル ホーム・ライフスタイル

南4SME-44 新潟県 合同会社アルチザン 急須、茶筒、タンブラー、酒器、カトラリー キッチン・ダイニング

南4SME-45 東京都 稲元マーク株式会社 アルミ素材のミニマルな美を表現した容器　ＳＥＮ（せん） キッチン・ダイニング ●

南4SME-46 福岡県 神楽フィースト株式会社 神楽デキャンタ（透明、緑、青、赤（新色）の４色＋エッチング） キッチン・ダイニング

南4SME-47 岐阜県 芳泉窯（（有）カネ芳製陶所） 『likestone』 キッチン・ダイニング

南4SME-48 佐賀県 株式会社大慶 究極のごはん鍋CRC＆有田焼食卓セット キッチン・ダイニング ●

南4SME-49 和歌山県 株式会社角田清兵衛商店 紀州桧くり抜き弁当箱（食洗機対応） キッチン・ダイニング ●

南4SME-50 京都府 株式会社西川貞三郎商店 酒器渕花小紋：京焼・清水焼ｘ曲げわっぱ キッチン・ダイニング ●

南4SME-51 和歌山県 塗り工房ふじい
黒江塗り食洗器対応木製漆器「MUKU」　食洗器対応漆ガラス漆器

「MAJO」
キッチン・ダイニング

南4SME-52 福井県 株式会社ふくいブルー 福井市原産笏谷石でつくった酒杯、皿、箸、湯呑 キッチン・ダイニング ●

南4SME-53 大阪府 株式会社文芸向上 陶磁器キッチンツール「Kitchen Objet」 キッチン・ダイニング

南4SME-54 岐阜県 前畑株式会社
ステンレス製ボトル、テーブルウェア、カトラリー、コーヒーウェ

ア、キッチンウェア
キッチン・ダイニング

南4SME-55 岐阜県 丸新製陶有限会社 陶磁器。　Logo Deco（陶磁器でオリジナル商品の製作） キッチン・ダイニング ●

南4SME-56 石川県 守田漆器株式会社 “かがの朝ごはん膳”　“かがの酒器膳” キッチン・ダイニング ●

南4SME-57 岐阜県 ヤマコー株式会社 「臺處（だいどころ）シリーズ」 キッチン・ダイニング

南4SME-58 大阪府
有限会社アイ・シー・アイデザイン

研究所
子どもの創造力をはぐくむ知育玩具ノシリス、他

ステーショナリー・ホビー・

キッズ ●

南4SME-59 愛知県 育児工房（（株）オオサカヤ） オーガニックコットンを原料にした新生児用肌着・ガーゼ雑貨
ステーショナリー・ホビー・

キッズ ●

南4SME-60 東京都 株式会社奥野かるた店 漢字博士№１　川上澄生とらむぷ繪　膝栗毛滑稽雙六
ステーショナリー・ホビー・

キッズ
●

「すぐれものがたり　中小企業総合展 in Gift Show 2021」

出展者一覧
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出展者一覧（小間番号・カテゴリー順）

小間番号 都道府県 出展者名 展示商品名 出展カテゴリー
辞退企業

(パネル展示のみ)

南4SME-61 愛媛県 カミイソ産商株式会社 マスキングテープ、シール、和紙千代紙、コースター、懐紙
ステーショナリー・ホビー・

キッズ

南4SME-62 福島県 合同会社きのわ 木はり絵アートキット
ステーショナリー・ホビー・

キッズ

南4SME-63 東京都 株式会社CHIMERA 財布・名刺入れ・小銭入れ・キーケース・キーホルダー
ステーショナリー・ホビー・

キッズ

南4SME-64 京都府 大染工業株式会社 KIKI PARFAIT
ステーショナリー・ホビー・

キッズ ●

南4SME-65 京都府 ハリマウス株式会社 ハリマウス(セロハンテープ貼付器)
ステーショナリー・ホビー・

キッズ

南4SME-66 東京都 株式会社扶桑 アイロン不要の布用シール　”irodo”
ステーショナリー・ホビー・

キッズ

南4SME-67 大阪府 株式会社水野製作所 Sheet metal key chain　「Amaryllis」
ステーショナリー・ホビー・

キッズ

南4SME-68 石川県
金箔ジュエリーGold-Knot（（株）

エイチツーオー）
金箔ジュエリーGold-Knot（ゴールド・ノット） 服飾 ●

南4SME-69 大阪府 大津毛織株式会社 ベビーカシミヤ１００％を使ったセーター 服飾

南4SME-70 兵庫県 オリエンタル製靴株式会社 ふかふかソックスバレエシューズ 服飾

南4SME-71 千葉県 株式会社シュウトレーディング 貴石やヨーロッパのグラス石を用いたファッションジュエリー 服飾

南4SME-72 奈良県 昌和莫大小株式会社 はだし靴下、アルティメットソックスシリーズ 服飾 ●

南4SME-73 兵庫県 トゥデイズ（（株）ハートビート） トラッドショートブーツ 服飾

南4SME-74 鹿児島県 肥後染色 奄美泥染めコットンリネンワンピース 服飾

南4SME-75 大阪府 manri マンリ LION：機能的で上質ワンピースやスーツでも持てるリュック。 服飾

南4SME-76 鹿児島県 有限会社アジャスト デンチャーブラシ® ビューティー・ヘルス

南4SME-77 沖縄県 株式会社沖縄ＵＫＡＭＩ養蚕 Vilanjeプレミアムシルク（スポンジ、パウダー、ソープ） ビューティー・ヘルス

南4SME-78 香川県 香川シームレス株式会社 ふくらはぎサポーター、膝サポーター、着圧ソックス ビューティー・ヘルス

南4SME-79 栃木県 有限会社小池経編染工所 「座・布団」は尾骨部分の圧力を「首枕」は頸椎の圧力を取り除く ビューティー・ヘルス

南4SME-80 広島県
ＧＯＥＩ　ＤＩＡＭＯＮＤ（（株）

呉英製作所）
介護用ダイヤモンド爪ヤスリ『ネルファＷ』 ビューティー・ヘルス ●

南4SME-81 広島県 有限会社竹田ブラシ製作所 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 ビューティー・ヘルス ●

南4SME-82 愛知県 TSUYOMI株式会社 携帯するタブレット歯みがき「CAMUGAKI・カムガキ」 ビューティー・ヘルス

南4SME-83 岐阜県 テクナード株式会社
「シリカクリン立体抗菌マスク」「シリカクリン　ＩＫＥマスク」

「合唱できるマスク」
ビューティー・ヘルス

南4SME-84 東京都 株式会社ドットジャパン Tamaya コスメ　（タマヤ コスメ） ビューティー・ヘルス

南4SME-85 愛知県 株式会社トップ堂 マスクケース用カビナイバッグ ビューティー・ヘルス

南4SME-86 群馬県 株式会社プレジール 抱かれ枕シリーズ、首も眠る枕シリーズ、エクスケアDi ビューティー・ヘルス ●

南4SME-87 沖縄県 ベナスタス株式会社 YUKUIアメニティ、バスソルト三種、ナチュラルソープ各種 ビューティー・ヘルス

南4SME-88 愛知県
まくらのキタムラ（（株）Kitamura

Japan）
オリジナル枕　ジムナストシリーズ ビューティー・ヘルス

南4SME-89 三重県 株式会社丸八土建 柚子香オールインワンジェル ビューティー・ヘルス ●

南4SME-90 群馬県 有限会社山本農場 洗顔用こんにゃくスポンジKOMACHI ビューティー・ヘルス

「すぐれものがたり　中小企業総合展 in Gift Show 2021」

出展者一覧
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基本小間仕様

Ａ：受付カウンター

Ｂ：システム展示台①

小間規格：間口 2.0m×奥行 1.5m×高さ2.7m(3㎡)

出展料：１小間あたり 3日間 45,222円（税込）

出展者には A：受付カウンターB：システム展示台①Ｃ：システム展示台②Ｄ：標準棚の４種類から基本形を選んで頂きました。
この標準タイプの装備以外は有償オプションとしてご用意しました。
これ以外の仕様をご希望の方は別途ご相談をお受けしました。

■基本小間内仕様

①パンチカーペット

②受付カウンター(W900×D450×H800)

③LEDアームスポット(15W)×2灯

④電源コンセント(1000W)100V×2口

⑤社名版(スチレンW1600×H300)×1枚

■基本小間内仕様

①パンチカーペット

②受付カウンター(W900×D450×H800)

③LEDアームスポット(15W)×2灯

④電源コンセント(1000W)100V×2口

⑤社名版(スチレンW1600×H300)×1枚
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基本小間仕様

Ｃ：システム展示台②

Ｄ：標準棚

小間規格：間口 2.0m×奥行 1.5m×高さ2.7m(3㎡)

出展料：１小間あたり 3日間 45,222円（税込）

出展者には A：受付カウンターB：システム展示台①Ｃ：システム展示台②Ｄ：標準棚の４種類から基本形を選んで頂きました。
この標準タイプの装備以外は有償オプションとしてご用意しました。
これ以外の仕様をご希望の方は別途ご相談をお受けしました。

■基本小間内仕様

①パンチカーペット

②受付カウンター(W900×D450×H800)

③LEDアームスポット(15W)×2灯

④電源コンセント(1000W)100V×2口

⑤社名版(スチレンW1600×H300)×1枚

■基本小間内仕様

①パンチカーペット

②受付カウンター(W900×D450×H800)

③LEDアームスポット(15W)×2灯

④電源コンセント(1000W)100V×2口

⑤社名版(スチレンW1600×H300)×1枚
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キャンセルブース（パネル展示のみ）

キャンセルブース（辞退企業：全35社）は、以下の展示となりました。

・社名板
・パネル展示
・（希望企業は）チラシ等の設置（棚板に設置）

キャンセルブース
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特別展示コーナー

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 2021 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。

特別展示コーナーの様子
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■オンライン特別セミナー

例年会場にて開催していた特別セ
ミナーが本年度は開催できないた
め、出展者のビジネス戦略の参考
となるよう、動画及び資料をサイ
トにアップしました。

【会期前の出展者サポート】

■出展者説明会
コロナウィルス感染症拡大防止の観点から、今回の説明会は全て出展者専用Webページ上のオンデマンド
配信にて中小企業総合展 in Gift Show 2021の出展者様にご覧頂く形としました。
各種配布物もこのWebページからダウンロードして頂けるようにし、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テクニックなど3種の動画をご用意しました。
出展者ブースについては、デモブースを動画で紹介をし、サイズなどがわかるようにいたしました。
また併せて、特別セミナーの動画も出展者向けに配信しました。

出展者サポート

中小企業総合展 in Gift Show 2021
出展者説明会（オンライン開催） 動画一覧

■デモブース内容

■オンラインセミナー

展示会の出展を決定してから、当日までの準備、また当日のお客様への対応から

アフターフォローまでの流れを３本の動画にまとめました。
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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

■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 2021 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。

■デモブースのイメージ動画

毎年、出展者説明会ではデモブースを立ち上げて、実物大の大きさを体感いただいておりましたが、今年
度は実際にデモブースをご覧いただくことができないため、倉庫にて基本小間仕様に基づいたデモブース
を立ち上げ、短い動画にまとめました。

デモブースの動画をご覧いただくことで、会期当日のイメージを膨らませていただき、ブース内のレイア
ウトの参考にしていただけるよう、イメージ動画をWebサイトにアップしました。
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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が、小売店、通販やセレクトショップ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（巡回型商談）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）

■出展者の声（出展者報告書より）

出展者の声・来場者の声

卸売

18%

小売(専門店)

21%

小売(百貨店)

4%

小売(量販店・ホームセンター)

3%

小売(通販・訪

販(TV・ネット含

む))

10%

輸出入商社

4%

SPエージェン

シー・広告代理店

3%

メーカー

13%

商品デザイン企画

8%
その他

16%

来場者属性

・直接メーカーとお話する事ができ、製品コンセプトなどより深く知ることができた。
・新しいアイデアとして参考になった。
・このような不安定な時こそ、頑張っている姿にパワーをもらった。
・まだ知らない中小企業を知るきっかけになると思います。
・具体的な一押し商品があって、無駄な情報が少なく見やすい。
・全国にはまだまだおもしろい商品がある。
・今の商品の傾向を知ることができた。
・各ブースまとまり良く見やすかった。運営スタッフの対応も慣れており安心できた。
・色々新しい物や取組みが見られた。熱意ある開発者の姿が刺激になった。
・都内だけでなく全国のモノを見られるのが良いです。

来場目的のお役に立ちましたか

大変役に立った

19%

ある程度役に立った

64%

あまり役に立たな

かった

6%

全く役にたたなかった

1%

回答なし

10%

・ギフトショー出展の告知をSNSでしたところ東京近郊の2社と新規取引ができた。
・今まで販路がなかった売り先などと出会えた。
・普段接点のない業態の方々とお話しする良い機会でした。
・ターゲットのお客様とマッチング出来た。
・入場者数が少ない中、有力なバイヤーと知り合えた。
・来場者は少なかったものの興味を持ってもらえた方とはじっくり話せました。
・有名企業様と名刺交換ができて商談が出来る導線ができた。
・今回はコロナ禍にて来場者が少ないとイメージしていたのですが、話をしたいと思っていた業種
の方とお会いでき、新しい展開を考えるきっかけになった。

・グループ感が強く感じられるコマデザインで良かった。スペース割りもアレンジしやすかった。
休まれた出展者も多かったが、それを感じないくらいだった。

出展の満足度

大変満足した
27%

ある程度満足した
56%

あまり満足していない
11%

全く満足していない
6%
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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


