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会議棟 : 6F
【雑貨売場の基本と応用】失敗しないリアル店作りの基本と稼ぎ続ける為
の運営ワザ ー雑貨店、セレクト店はじめ全ての小売店に活きる、4,000
人超が受講済みの必聴講座ー

基調講演　東京ギフト・ショー テーマセミナー
いまさら聞けない！？  オンライン集客手法とデータ分析の基礎

クラファン物販ビジネス最前線
〜 1,000 万円の応援購入を得るために必要な 10 カ条

加工食品　売れる！売れない？５つの法則

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

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？

「これからのトータルインテリア」　暮らしの想像力

「これからのトータルインテリア」　住空間「人生の舞台」

e スポーツ×家具ファンマーケティングで
売り上げ好調！新しい販路開拓と成功事例

オープンファクトリーイベント
「FactorISM」で、活性化する大阪町工場の商品づくり

サウナの聖地「しきじ」の娘が教える、
女性にも選ばれるサウナとは
〜サウナ美容・入り方・　メディア対策まで徹底解説〜

ふくしまクラフトの今、そして未来　
〜地域工芸を拓く福島の匠たち〜

ライセンスビジネス入門

雑貨の学校 ® 主宰
雑貨コンサルタント ®
GROUP ON THE LIVING 
代表

北村 甲介氏

S-6 講演型 13:30 〜 15:00 会議棟 : 6F
【カンブリア宮殿出演！】家具店の売上を 3 倍にした、
リビングハウス流店舗運営“マジック”

（株）リビングハウス
代表取締役社長

鷲尾 天氏

S-11 講演型 13:30 〜 15:00 会議棟 : 6F
永く愛されるキャラクター・シリーズ作り
〜プリキュアのコラボレーション事例〜

東映アニメーション（株） 
執行役員 
エグゼクティブプロデューサー

（株）エンファクトリー
取締役 CDO

吉田 明生氏

S-7 講演型 14:00 〜 15:30 会議棟 : 6F
いつも使える、“いざ”で役立つ！ 防災非常用品と考え方
 〜アウトドア防災・ローリングストックなど、
　 防災グッズ大賞 2022 受賞商品をヒントに〜

（一社） 災害防止研究所
代表理事

近藤 正充氏

ST-3 講演型 16:20 〜 17:20 会議棟 : 6F
スマートホーム／スマート家電で生活はどう変わる !?
最新トレンドと活用事例を紹介

BB ソフトサービス（株）
取締役執行役員
プラススタイル事業本部長

ST-2 講演型 12:00 〜 13:00 会議棟 : 6F
㈱大丸松坂屋百貨店× docomobusiness
AI カメラを用いた来店者行動分析によるこれからの売場づくり

市川 聖子氏

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株）
プラットフォームサービス本部
5G ＆ IoT サービス部 ５G サービス部門
第六グループ 第一チーム

廣澤 健太氏

（株）大丸松坂屋百貨店
本社 経営戦略本部 DX 推進部
デジタル事業開発担当
明日見世プロジェクトリーダー

（一社） まじめに輸入ビジネスを研究する会　
代表理事
Makuake エバンジェリスト

堀 知佐子氏

キッチンステージ 第1回 13:30 〜　第2回 15:30 〜 東 3 ホール
食からはじめるサステナブル特別ステージ
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

管理栄養士、
食生活アドバイザー、
料亭菊乃井 常務取締役

田代昌義氏

キッチンステージ 東 3 ホール
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

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

八ヶ岳ルバーブハウス／
( 株 ) トマシス 取締役

（株）グリーンデザイン＆
コンサルティング
Chief Advisor

（株）メグダイ
代表取締役

佐藤 可奈子氏

キッチンステージ 15:30 〜 16:00 東 3 ホール
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

企画：
women farmers japan( 株 )
代表取締役

仙波 徹氏

キッチンステージ 13:30 〜 東 3 ホール
日本茶の未来　〜儲かる日本茶〜

農林水産省 農産局 
地域対策官　
果樹・茶グループ長

伊藤 敏郎氏 笹 真大郎氏（予定）

キッチンステージ 11:30 〜 東 3 ホール
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

雄武町商工会  
経営指導員

神戸 暁氏

SL-3 16:00 〜 17:00 東 6 ホール
エシカルデザインの挑戦

（株）船場　執行役員　
エシカルデザイン本部長
ゼロウェイスト推進室長

サウナ
トータルプロデューサー

シンクシンク ( 株 )
クリエイティブ
プロデューサー

岡本 昂之氏 川田 直樹氏

SL-5 13:30 〜 15:00 東 6 ホール
「サウナでつながるビジネス〜 110 社加盟
【JAPAN SAUNA-BU ALLIANCE】が目指す新しいビジネスの形」

JAPAN SAUNA-BU ALLIANCE 共同代表
／日本航空（株） イノベーション推進部（兼）
W-PIT サ旅事業統括

JAPAN SAUNA-BU ALLIANCE 共同代表
／コクヨ（株） 秘書室 兼 
イノベーションセンター 
一級建築士

Johanna Vuorio 氏

Nikari CEO

SL-6 16:00 〜 17:00 東 6 ホール
ウェルビーイングと幸せの国フィンランドを代表するライフスタイルブ
ランド「Nikari」から学ぶ　心落ち着くデザインと空間

建築家／
東京大学名誉教授

小泉 誠氏

特別講演・セミナー 11:00 〜 12:00 会議棟 : 6F
「これからのトータルインテリア」　日本の家具デザイン

家具デザイナー

プロダクトデザイナー／
L ＆ D 総合プロデューサー

（株）関家具
e スポーツ事業課 
課長

河野　翔氏

SB C&S（株）
ICT 事業本部 
クラウド・ソフトウェ
ア推進本部 

（株）友安製作所
ソーシャルデザイン部
担当執行役員　
FactorISM
統括プロデューサー

プロゲーミングチーム
「FAV gaming」
格闘ゲーム部門所属
プロプレイヤー

入沢　隆弘氏

日 本 エ イ サ ー（ 株 ）　
コーポレートセールス
営業部　担当部長

（株）河辺商会　
代表取締役社長
FactorISM
堺支部長

(株)Kadokawa Game Linkage
メディア事業本部　副本部長
FAV gaming General Manager

山中　由紀恵氏

日 本 エ イ サ ー（ 株 ）　
コーポレートセールス
営業部

津乗 学氏 中村 剛氏 長島 功氏

SL-4 11:00 〜 12:00 東 6 ホール
世界の消費者トレンドの傾向と
スマート化による豊かな暮らし

スタティスタ・ジャパン（株） 
カントリーマネージャー 

東京電力エナジーパートナー（株） 
販売本部 お客さま営業部 副部長 

（リビング・デジタルメディア担当）
／（一社）LIVING TECH 協会 
顧問／家電王

（一社）LIVING TECH 協会 
事務局長 
リノベる ( 株 ) 
経営企画本部 
スマートホーム担当副部長

北島 勲氏 藤永 妙子氏 碓井 美樹氏

SL-2 13:30 〜 15:00 東 6 ホール
好きなものを売って 10 年続く店をつくる〜
今、人気雑貨店が考えていること、やっていること

「手紙社」代表 「ハイジ」店主 編集者／『好きなものを
売って 10 年続く店をつ
くる』

（KADOKAWA）著者

（株）電通
ソリューションデザイン局
2025
プロデュース部プランナー
FactorISM 実行委員

東宝（株）　
映像本部 国際部 国際戦略室　
企画・製作グループ

仲田 朝彦氏

ST-1 講演型 13:00 〜 14:00 会議棟 : 6F
三越伊勢丹が描く、仮想空間と現実店舗を行き来する

「メタバース」ショッピング

（株）三越伊勢丹 営業本部
オンラインストアグループ デジタル事業運営部
レヴワールズ マネージャー

郡司 昇氏

ST-5 講演型 15:00 〜 16:00 会議棟 : 6F
小売業のオムニチャネルにおいて、
CX( 顧客体験価値）が重要である理由

（一社）日本オムニチャネル協会 
小売 CX 部会 部会リーダー

逸見 光次郎氏

ST-6 講演型 10:00 〜 11:00 会議棟 : 6F
サプライチェーンとスマートテック
〜デジタル化が進むリテール最前線〜

（一社）日本オムニチャネル協会　理事

ST-4 講演型 11:00 〜 12:00 11:30 〜 12:00会議棟 : 6F
【実機体験可能】裸眼 3D 立体視ノート PC/ モニターでの
3D データを利用した新しい製品の見せ方とデザイン・設計での活用　
実機体験デモと活用事例を紹介

セミナー 一覧 参加ご希望の方は当日、各セミナー受付までお越し下さい。
定員になり次第、締め切らせて頂きます。

… ギフト・ショー セミナー  

… LIFE×DESIGN セミナー 

… LIVING&DESIGN セミナー  

… GDS キッチンステージ

協力：

加藤 君人氏

L-2 講演型 13:00 〜 14:00 会議棟 : 6F
ライセンス契約基礎講座
〜雛形を使った条文解説

弁護士／ニューヨーク州弁護士 
ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所 
パートナー 協力：

石渡 正人氏

L-3 講演型 15:30 〜 16:30 会議棟 : 6F
SDGs とライセンスビジネス

（株）手塚プロダクション　
クリエイティブ部 部長
早稲田大学総合研究機構 メディア文化研究所 招聘研究員 
東京富士大学 経営学部 客員教授（地域マネージメント）

協力：

S-3 講演型 16:00 〜 17:00 会議棟 : 6F
【老舗百貨店の店舗リモデルに迫る】　
 〜「STATIONERY STATION」の挑戦について〜

佐川 俊氏 赤堀 剛氏

（株）三越伊勢丹 
営業本部
MD 戦略統括部 
マーケティング企画部

（株）久菱成文堂 
代表取締役
STATIONERY STATION
総合プロデュース

玉谷 芳和氏 近藤 健祐氏

L-4 講演型 10:30 〜 11:30 会議棟 : 6F
キャラクター業界における越境 EC、
オンデマンド越境 EC の可能性

BEENOS（株）
常務執行役員
エンターテインメント
Division 担当

（株）マインドワークス・
エンタテインメント
代表取締役

協力：

堀野 裕生氏

L-5 講演型 13:00 〜 14:00 会議棟 : 6F
「トムとジェリー」の復活戦略　
 〜ファンを呼び戻す好感度をあげる取り組み〜

ワーナー ブラザース ジャパン（同）
エグゼクティブディレクター 上席執行役員
コンシューマープロダクツ統括

協力：

石川 祐氏

L-6 講演型 15:00 〜 16:00 会議棟 : 6F
商品開発におけるオタク気質の有用性と
その熱量の効果的波及方法について

（株）グラニフ　
プロダクト Div. ライセンス Sec. 
マネージャー

協力：

伊東 正裕氏

S-8 講演型 16:00 〜 17:30 会議棟 : 6F
日本製品輸出先としての香港の
役割・魅力とその活用法

香港貿易発展局　
東京事務所長

聴講有料 木内 勢津子・ハンセン氏

S-5 講演型 10:30 〜 12:00 会議棟 : 6F
簡単！迅速！魅力的な！陳列技法の【木内メソッド】
秋〜 Xmas 商戦向け提案ノウハウ習得と実践活用へ
商品陳列 & ディスプレイの技術 & 理論の秘訣・必見講座！

【VMD コンサルタント】
（株）キウチ ビジュアル アソシエイツ
代表取締役社長（VMD 協会会員）

聴講有料

長岡 淳一氏

S-2 講演型 13:30 〜 15:00 会議棟 : 6F
「今のままで良いの？今やるべき農業、食、
地域のデザインブランディング戦略とは？」

（株）ファームステッド 
代表取締役

聴講有料

園 和弘氏

S-4 講演型 16:00 〜 17:30 会議棟 : 6F
３倍高値でも引き合いが増える！  
儲かる「ギフト化」で事業が飛躍する方法 
３大ポイントを成功事例とともに大公開！

（株）売れるギフト通販研究所 
代表取締役

聴講有料

山口 茂氏

T-1 体験型 13:30 〜 15:00 会議棟 : 6F
実践！売れる POP の書き方講座
 〜いままでの POP づくりが 180°変わる！〜

（株）山口茂デザイン事務所  
代表取締役
「POP の学校」 校長

聴講有料

山梨 宏之氏 奥村 静二氏

日本茶審査協議会会長　
株式会社製茶問屋山梨商店
代表取締役

NPO 法人
日本茶インストラクター協会　
専務理事
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特別展示

特別展示

コンテスト

・第94回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2022
・第12回 LIFE×DESIGN　・LIVING & DESIGN2022
・第32回グルメ＆ダイニングスタイルショー秋2022
会期：2022年9月7日（水）～9日（金）/会場：東京ビッグサイト 東展示棟1～６ホール

会場MAPとエリア紹介

各ホールの出展社名入りの
会場図面（PDF）は
こちらからご覧いただけます。
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https://www.giftshow.co.jp/tigs/94tigs/map.htm#hallmap
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