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Autumn
開会式 Openingceremony
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ᲫଐႸ

ǤșȳȈǿǤȠǹǱǸȥȸȫ

日時：2019 年 9 月 3 日（火）9：00 〜 10：00
場所：東京ビッグサイト エントランスホール

開催日：2019 年 9 月 3 日（火）〜 9 月 6 日（金）
10：00AM 〜 6：00PM（最終日のみ 4：00PM まで）

会 場：東京ビッグサイト

※全てのプログラムは内容・時間・講師・会場等が変更される場合がございます。予めご了承ください。

東京ギフト・ショー
9:30

ǻȟȊȸ

10:00
10:30

10：30 〜 12：00

11:00

S-1

10：30 〜 12：00

S-2

同じ製品で異なる2つの客層を取り込む
ワークマンのビジネスモデル変革事例

10：30 〜 12：00

L-1

CAA-GBG グローバル・ブランド・マネージメント・グループ
ジェネラル・マネージャー
Licensing International Japan 理事

10：30 〜 12：00

 ˟ئᲴ᩷ෙޒᅆ

黒部 香織氏

ǻȟȊȸ

ǭȃȁȳǹȆȸǸ

˟ئᲴ˟ᜭᲰ᳀

˟ئᲴᙱᲬțȸȫ˟ئϋ

SL-1

MUJI HOTEL らしさへのアプローチ
-MUJI HOTEL BEIJING と
MUJI HOTEL GINZAを事例に登壇者

土屋 哲雄氏

師

株式会社ワークマン
専務取締役

51<#+.+8'ܱȖȸǹ

 ˟ئᲴ᩷ෙޒᅆ

【超初心者対象】
ライセンスビジネス基礎講座

講

師

協力：

11：00 〜 13：00

UDS(株)
COMPATH ゼネラルマネージャー

伊東 圭一氏

11：30 〜 12：30

京からかみ

料理写真専門のプロがご紹介！
〜シズル感あふれる盛りつけと撮影の裏側を
お見せします〜

丸二

企画

12:30

『雑貨力®-雑貨で稼ぐ、輝くヒント-』
（当社刊）
『はじめる雑貨屋さん』
『売れる雑貨屋さん』著者
雑貨の学校®主宰
雑貨コンサルタント
GROUP ON THE LIVING 代表

師

講

12:00

ǻȟȊȸ

 ˟ئᲴ˟ᜭᲰ᳀

講

11:30

ȩǤǻȳǹǻȟȊȸ

˟ئᲴ˟ᜭᲰ᳀

【決定版】雑貨力®セミナー 正しく知る!
効果がでる！雑貨屋さん&
ライフスタイルショップのはじめかた、儲けかた。
効果的な店舗開業運営の基礎と応用。

グルメ＆ダイニングスタイルショー

LIFE×DESIGN

（唐紙実演）

富本 雅人氏

13:00

（株）オージーフーズ

13：00 〜 15：00

13:30

13：30 〜 15：00

14:00

S-3

13：30 〜 14：30

L-2

ムーミンのライセンシングビジネス
〜ライセンスプロパティにおけるブランディングとは〜

A GIFT FROM NATURE

S-4

“地方創生・地域経済再生で成果を生み出す
ポイントとノウハウ”

13：30 〜 14：30
生産者トークライブ
FARMSTEAD EXPO TALK SESSION
コーディネーター

（株）
ファームステッド
クリエイティブディレクター

株式会社ライツ・アンド・ブランズ
代表取締役社長

中山 拓巳氏

(一社)ケアリングデザイン
代表理事

（株）
ノウハウバンク
代表取締役

師

協力：

三科 公孝氏

13：30 〜 15：00

SL-2

北欧シニアのくらし拝見記
〜アート＆デザインがWell Beingに出来ること

講

株式会社ノウハウバンク
代表取締役

13：30 〜 15：00

登壇者

師

師

講

15:00

S-4

”地方創生・地域経済再生で成果を生み出す
ポイントとノウハウ”

講

14:30

13：30 〜 15：00

講

（必聴）魅力的なリアル店舗作りの、
ディスプレイ手法と陳列技法を学べる決定講座！
＜学習効果がある！＞と定評の木内メソッド
「5つの法則」
で技術向上と売上げUP効果へ
共通認識・基本理論・基本＆応用技術を習得し
売上データーと連動させる新陳列手法を解説

小野 由記子氏

師

株式会社キウチビジュアルアソシエイツ
代表取締役社長

三科 公孝氏

長岡 淳一氏
アートディレクター

阿部 岳氏

15：00 〜 17：00

木内 勢津子・ハンセン氏

15:30

15：30 〜 16：00

16:00

16：00 〜 17：30

16:30

S-5

家電のloT化がもたらす未来のスマートライフ

16：00 〜 17：30

S-6

本とくらしの親和性〜大垣書店京都本店
【万-YOROZ】の出発と展望〜

株式会社文化通信社
専務取締役

星野 渉氏

株式会社テレビ東京コミュニケーションズ 統括プロデューサー
一般社団法人 キャラクターブランド・ライセンス協会 理事

師

コーディネーター

師

近藤 正充氏

野口 莉那氏

「カナヘイの小動物」、膨大なファンとゆるっと
繋がるパワー。 〜ICTとSNSの発展とともに
ライセンス市場を開拓〜
講

師

講

17:30

プラススタイル株式会社
取締役社長

大垣書店京都本店
雑貨担当

L-3

桔伷 純氏

西川紙業

16：00 〜 17：00

ごはんフェスプロデューサー
（株）honshoku代表

SL-3

「コラボで地域のモノづくりを活性化」
ビームス創造研究所が実践する地方創生の試み
登壇者

講

17:00

16：00 〜 17：00

「ごはんフェス®」
トークイベント 〜ごはんで愉しく繋がりたい〜

平井 巧氏
（株）ビスポーク
代表取締役 CEO

ビームス創造研究所
所長

長田 敏希氏

南馬越 一義氏

協力：

18:00

ギフト・ショーDEMO（随時実施中）
●（公財）東京都中小企業振興公社
〜

10:30
17:30

西2-T25-22

中小企業プロモーション支援事業の支援企業
6社が、出展製品のワークショップ、プレゼン
テーション等を随時実施いたします。

（株）
コスモテック （株）新盛インダストリーズ （株）大王製作所
フットマーク
（株） （株）扶桑 （株）ぶるーむ

西１・２ホール
生活雑貨フェア内

●協和工業（株） 西2-T28-23
マットレスパッドの体験、夢ゲンナイフは実際に切れ味を
試せます。
●（株）曙産業 西2-T28-24
お餅を楽しもう！新型モチラボシリーズ。チョコナッツク
ラッシャーでチョコとナッツがあっという間にクラッシュ。

●（有）鯛のたい 西2-T27-01
防振セルバッグスにより、振動が軽減される体験が出来ます。

●（有）
プロビジョン 西2-T31-24
切れない刃物がたった数秒で蘇る刃物研ぎ器「ソリングミニ」。

●下村企販（株） 西2-T28-17
ハンドドリップの実演。

●（株）ケミコート 西1-T24-14
超電水と水道水の油汚れ洗浄比較試験。

●Bautitec 西2-T28-20
コードレス洗浄機のパワー、使い方の体験。

●コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド
THRILLグラス 急速冷却装置の実演。

西1-T24-25

SOZAI LIVE!!
“モノづくりの瞬間”をご覧ください！

青海展示棟
B ホール

職人たちの研磨された技術をその目で見ることができる実演
スペース“SOZAI LIVE”が今回も登場。普段なかなか目にする
ことができない、職人たちの“モノづくりの瞬間”を見て、体感
できる貴重な機会をお見逃しなく！

実演

京からかみ 丸二、A GIFT FROM NATURE
西川紙業

参加型ライブペインティング

青海展示棟

ウェーブアーティスト Goes Windyと絵画を共作！
！ B ホール
バリ島出身のウェーブアー
ティスト『Goes Windy』の
来日に合わせ、参加型ライ
ブペインティングを開催！
！
バリ島 の 波 を 描 い た 作 品
が人気を博しており、今回
は会場でライブペインティ
ングを実施するだけでなく、あなたの一筆を作品に入れること
ができます。滅多にできないアート体験、お見逃しなく！

DIYワークショップスペース
DIY BASE TOKYO 各出展ブース内にて随時開催!!

青海展示棟
B ホール

初開催となるギフト・ショー初のDIY専門フェア
『DIY BASE TOKYO』
では、全出展社がDIYワークショップを開催！
茅葺で作るティピー製作や、DIYペイントから、オリジナルキャンド
ル作りやメタルスタンプを用いた新感覚のアクセリー作りなど、
DIY BASE TOKYOならではのオリジナリティあふれるワークショッ
プが満載です。ぜひご来場ください！
※有料のワークショップもございます。詳細は会場にてご確認ください。

参加
企業

アニースローンジャパン by DCT INC. ／トモ・コーポレーション／
(一社)日本キャンドル協会/カメヤマ(株)／（有）ヒロテック／Impress Art／
UNIDESIGN.CO.,LTD／佐藤茅葺店／DIY百貨展／金鹿工具製作所
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Autumn
開会式

ᲳஉᲮଐᲢ൦Უ

ᲬଐႸ

開催日：2019 年 9 月 3 日（火）〜 9 月 6 日（金）

ǤșȳȈǿǤȠǹǱǸȥȸȫ

10：00AM 〜 6：00PM（最終日のみ 4：00PM まで）

会 場：東京ビッグサイト
※全てのプログラムは内容・時間・講師・会場等が変更される場合がございます。予めご了承ください。

東京ギフト・ショー
9:30

ǻȟȊȸ

10:00
10:30

10：30 〜 12：00

11:00

S-7

今、注目を集める新しい感性のお店
文房具の枠をこえた取り組みとは

ȩǤǻȳǹǻȟȊȸ

˟ئᲴ˟ᜭᲰ᳀

10：30 〜 12：00

S-8

商品販促、ＳＥＯ強化、社内理解浸透のための
動画活用方法と最新事例

11：00 〜 12：00

株式会社キャラクター・データバンク 代表取締役社長
一般社団法人 キャラクターブランド・ライセンス協会 専務理事 /
産業能率大学 コンテンツビジネス研究所 客員研究員

陸川 和男氏

SL-4

˟ئᲴᙱᲬțȸȫ˟ئϋ

11：00 〜 13：00
11：30 〜 12：30

ベーシックインフォメーションセンター(株)
代表取締役

伊藤 敏郎氏

協力：

広瀬 琢磨氏

ǭȃȁȳǹȆȸǸ

リノベーション市場とリノベーション建材
登壇者

師

前田 考歩氏

 ˟ئᲴ᩷ෙޒᅆ

L-4

キャラクタービジネス最前線
〜多様化・細分化する市場の方向性とは〜

株式会社フレイ・スリー
プロデューサー

51<#+.+8'ܱȖȸǹ

 ˟ئᲴ᩷ෙޒᅆ

10：30 〜 11：30

講

カキモリ代表/株式会社ほたか
代表取締役

師

師

佐々木 拓氏

講

講

12:00

ǻȟȊȸ

 ˟ئᲴ˟ᜭᲰ᳀

コクヨ株式会社
THINK OF THINGS プロダクトデザイナー

11:30

グルメ＆ダイニングスタイルショー

LIFE×DESIGN

沖縄の食品・食材・食文化の魅力と
多品目少ロットの仕入れ術

西川紙業

有限会社リドルデザイン
代表取締役

12:30

塚本 太朗氏

沖縄県交易促進事業協同組合
事務局長
中小企業組合士
5th沖縄食材スペシャリスト

吉原 浩一氏

13:00
13：00 〜 15：00

13:30

13：30 〜 15：00

14:00

S-9

S-10

園芸業界最大級メディアLOVEGREENから見る
ボタニカルライフトレンドとアプローチ方法

13：30 〜 14：30

L-5

キャラクタービジネスにおけるクリエイティブ戦略の基礎

株式会社ストロボライト
取締役 COO

師

師

師

羽田 詩織氏

株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ
PEANUTS推進本部 PEANUTS推進部 兼
ミュージアム&MD本部 スヌーピーミュージアム推進部 兼
コンテンツ事業本部 コンテンツ推進１部 プロデューサー

14：00 〜 15：00

SL-5

横関 悦子氏

川上 睦生氏

A GIFT FROM NATURE

協力：

今津 太郎氏

（株）
ファームステッド
クリエイティブディレクター

（株）枻（エイ）出版社／
カリフォルニア工務店
一級建築士

岩切 剣一郎氏

15:30
16：00 〜 17：30

16:30

16：00 〜 17：00

S-11

嘘のないものをススメなさい！
！
バイヤー必見。良質コスメの選び方

はじめてのライセンス契約
〜ライセンスビジネスにおける契約締結に必要な
契約書の基礎知識〜

加藤 君人氏

16：00 〜 17：30

SL-6

令和時代のものづくり

阿部 岳氏

15：30 〜 16：00
「ごはんフェス®」
トークイベント 〜ごはんで愉しく繋がりたい〜

丸二

ごはんフェスプロデューサー
（株）honshoku代表

（唐紙実演）

平井 巧氏

(株)メソッド 代表取締役
バイヤー・監修者

（株）ビスポーク
代表取締役 CEO

山田 遊氏
登壇者

吉川 千明氏

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

師

講師

オーガニックスペシャリスト

講

17:00
17:30

L-6

長岡 淳一氏
アートディレクター

15：00 〜 17：00
京からかみ

16:00

生産者トークライブ
FARMSTEAD EXPO TALK SESSION

カリフォルニアのライフスタイルから
落とし込む、
ワクワクする住宅デザイン
登壇者

阿蘇工業株式会社
取締役

15:00

13：30 〜 14：30

講

株式会社 SUPERFINE
イベントプロデューサー

講

講

14:30

13：30 〜 15：00

コーディネーター

「売れる技術の見つけ方」
スタート100人から
1万人規模の町工場イベントを開催するまで
【職人による実演あり】

長田 敏希氏

(有)リドルデザイン
代表取締役

塚本 太朗氏
(有)セメントプロデュースデザイン
代表取締役/クリエイティブディレクター

協力：

金谷 勉氏

18:00

ギフト・ショーDEMO（随時実施中）
●（公財）東京都中小企業振興公社
〜

10:30
17:30

西2-T25-22

中小企業プロモーション支援事業の支援企業
6社が、出展製品のワークショップ、プレゼン
テーション等を随時実施いたします。

（株）
コスモテック （株）新盛インダストリーズ （株）大王製作所
フットマーク
（株） （株）扶桑 （株）ぶるーむ

西１・２ホール
生活雑貨フェア内

●協和工業（株） 西2-T28-23
マットレスパッドの体験、夢ゲンナイフは実際に切れ味を
試せます。
●（株）曙産業 西2-T28-24
お餅を楽しもう！新型モチラボシリーズ。チョコナッツク
ラッシャーでチョコとナッツがあっという間にクラッシュ。

●（有）鯛のたい 西2-T27-01
防振セルバッグスにより、振動が軽減される体験が出来ます。

●（有）
プロビジョン 西2-T31-24
切れない刃物がたった数秒で蘇る刃物研ぎ器「ソリングミニ」。

●下村企販（株） 西2-T28-17
ハンドドリップの実演。

●（株）ケミコート 西1-T24-14
超電水と水道水の油汚れ洗浄比較試験。

●Bautitec 西2-T28-20
コードレス洗浄機のパワー、使い方の体験。

●コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド
THRILLグラス 急速冷却装置の実演。

西1-T24-25

SOZAI LIVE!!
“モノづくりの瞬間”をご覧ください！

青海展示棟
B ホール

職人たちの研磨された技術をその目で見ることができる実演
スペース“SOZAI LIVE”が今回も登場。普段なかなか目にする
ことができない、職人たちの“モノづくりの瞬間”を見て、体感
できる貴重な機会をお見逃しなく！

実演

京からかみ 丸二、A GIFT FROM NATURE
西川紙業

参加型ライブペインティング

青海展示棟

ウェーブアーティスト Goes Windyと絵画を共作！
！ B ホール
バリ島出身のウェーブアー
ティスト『Goes Windy』の
来日に合わせ、参加型ライ
ブペインティングを開催！
！
バリ島 の 波 を 描 い た 作 品
が人気を博しており、今回
は会場でライブペインティ
ングを実施するだけでなく、あなたの一筆を作品に入れること
ができます。滅多にできないアート体験、お見逃しなく！

DIYワークショップスペース
DIY BASE TOKYO 各出展ブース内にて随時開催!!

青海展示棟
B ホール

初開催となるギフト・ショー初のDIY専門フェア
『DIY BASE TOKYO』
では、全出展社がDIYワークショップを開催！
茅葺で作るティピー製作や、DIYペイントから、オリジナルキャンド
ル作りやメタルスタンプを用いた新感覚のアクセリー作りなど、
DIY BASE TOKYOならではのオリジナリティあふれるワークショッ
プが満載です。ぜひご来場ください！
※有料のワークショップもございます。詳細は会場にてご確認ください。

参加
企業

アニースローンジャパン by DCT INC. ／トモ・コーポレーション／
(一社)日本キャンドル協会/カメヤマ(株)／（有）ヒロテック／Impress Art／
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開催日：2019 年 9 月 3 日（火）〜 9 月 6 日（金）

ǤșȳȈǿǤȠǹǱǸȥȸȫ

10：00AM 〜 6：00PM（最終日のみ 4：00PM まで）

会 場：東京ビッグサイト
※全てのプログラムは内容・時間・講師・会場等が変更される場合がございます。予めご了承ください。

東京ギフト・ショー
9:30

ǻȟȊȸ

10:00
10:30

10：30 〜 12：00

11:00

S-12

「これだけ変わる！デザインによる農業と地域と
食の新しいブランディングとは？」

LIFE×DESIGN
ǻȟȊȸ

˟ئᲴ˟ᜭᲰ᳀

51<#+.+8'ܱȖȸǹ

 ˟ئᲴ᩷ෙޒᅆ

10：30 〜 12：00

S-13

 ˟ئᲴ᩷ෙޒᅆ

10：30 〜 12：00

BIO HOTELS JAPAN((一社)日本ビオホテル協会) 代表理事

久田 カズオ氏

樋口 よしのぶ氏

13:00

小川 貴一郎氏

11：00 〜 13：00

S-12

「これだけ変わる！デザインによる農業と地域と食の
新しいブランディングとは？」

（株）
ファームステッド 代表取締役
著書「農業をデザインで変える」

京からかみ

(株)DIY工務店 取締役 (株)ma plus design 代表取締役
DIY®SCHOOL 副校長 (一社)JFDA 理事

12:30

˟ئᲴᙱᲬțȸȫ˟ئϋ

師

日野 佳恵子氏

ǭȃȁȳǹȆȸǸ

講

長岡 淳一氏

登壇者

(株)DIY工務店 取締役 ９(株)代表取締役
(一社)リノベーション住宅推進協議会関西部会長
DIY®SCHOOL 校長

師

師

株式会社ハー・ストーリィ
代表取締役

講

講

12:00

株式会社ファームステッド
代表取締役
著書「農業をデザインで変える」

ǻȟȊȸ
˟ئᲴ˟ᜭᲰ᳀

10：30 〜 12：00

SL-7

DIY×サステナビリティ

女性客のハートを掴む！
ヒット連発９のポイント

中石 和良氏

11:30

グルメ＆ダイニングスタイルショー

長岡 淳一氏

丸二

11：30 〜 12：30
エマージェンシーフードも
アレルギー・ハラール対応の時代

（唐紙実演）

（株）
グリーンデザイン＆コンサルティング
Chief Advisor

(株)DIY工務店 取締役
barracks* anonymous design gang 代表
(一社)DESIGN ROC 代表 まちデコール実行委員長

冨倉 元氏

13：00 〜 15：00

13:30

13：30 〜 15：00

14:00

T-1

売れるＰＯＰの作り方教室

パルスボッツ株式会社
代表取締役CEO

師

美馬 直輝氏

生産者トークライブ
FARMSTEAD EXPO TALK SESSION

A GIFT FROM NATURE

（株）
ファームステッド
クリエイティブディレクター

日本で一番インテリア好きが働く会社、
アクタスのインテリア術

パルスボッツ株式会社
代表取締役COO

山口 茂氏

SL-8

コーディネーター

14：00 〜 15：00
登壇者

株式会社山口茂デザイン事務所
代表取締役
「POPの学校」校長

講

師

15:00

13：30 〜 14：30

S-14

会話ロボット開発と、
音声ユーザーインターフェイス
（VUI）の
最新トレンドと今後
講

14:30

13：30 〜 15：00

(株)アクタス
クリエイティブディレクター

荒木 正則氏

長岡 淳一氏
アートディレクター

阿部 岳氏

15：00 〜 17：00

釼持 広樹氏

15:30

15：30 〜 16：00

16:00

16：00 〜 17：30

16:30

中嶋象嵌

16：00 〜 17：00

T-2

「からだの元気と若さを保つ植物油とホールフーズの基本」
（株）ＴＵＴＵ 代表
美容家・オーガニックスペシャリスト・ライフスタイルプロデューサー
「更年期と加齢のヘルスケア学会」認定メノポーズカウンセラー
シニアオイルソムリエ

SL-9

IoT スマートホテル『＆AND HOSTEL』
による、
近未来の生活体験
and factory（株）
登壇者

ギフト・ショーでクリスマスラッピングに
チャレンジしましょう！

17:00

吉川 千明氏

IoT Division 取締役

梅本 祐紀氏
講師

17:30

リボンクリエイター

長谷 恵

18:00

ギフト・ショーDEMO（随時実施中）
●（公財）東京都中小企業振興公社
〜

10:30
17:30

西2-T25-22

中小企業プロモーション支援事業の支援企業
6社が、出展製品のワークショップ、プレゼン
テーション等を随時実施いたします。

（株）
コスモテック （株）新盛インダストリーズ （株）大王製作所
フットマーク
（株） （株）扶桑 （株）ぶるーむ

西１・２ホール
生活雑貨フェア内

●協和工業（株） 西2-T28-23
マットレスパッドの体験、夢ゲンナイフは実際に切れ味を
試せます。
●（株）曙産業 西2-T28-24
お餅を楽しもう！新型モチラボシリーズ。チョコナッツク
ラッシャーでチョコとナッツがあっという間にクラッシュ。

●（有）鯛のたい 西2-T27-01
防振セルバッグスにより、振動が軽減される体験が出来ます。

●（有）
プロビジョン 西2-T31-24
切れない刃物がたった数秒で蘇る刃物研ぎ器「ソリングミニ」。

●下村企販（株） 西2-T28-17
ハンドドリップの実演。

●（株）ケミコート 西1-T24-14
超電水と水道水の油汚れ洗浄比較試験。

●Bautitec 西2-T28-20
コードレス洗浄機のパワー、使い方の体験。

●コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド
THRILLグラス 急速冷却装置の実演。

西1-T24-25

SOZAI LIVE!!
“モノづくりの瞬間”をご覧ください！

青海展示棟
B ホール

職人たちの研磨された技術をその目で見ることができる実演
スペース“SOZAI LIVE”が今回も登場。普段なかなか目にする
ことができない、職人たちの“モノづくりの瞬間”を見て、体感
できる貴重な機会をお見逃しなく！

実演

京からかみ 丸二、A GIFT FROM NATURE
中嶋象嵌

参加型ライブペインティング

青海展示棟

ウェーブアーティスト Goes Windyと絵画を共作！
！ B ホール
バリ島出身のウェーブアー
ティスト『Goes Windy』の
来日に合わせ、参加型ライ
ブペインティングを開催！
！
バリ島 の 波 を 描 い た 作 品
が人気を博しており、今回
は会場でライブペインティ
ングを実施するだけでなく、あなたの一筆を作品に入れること
ができます。滅多にできないアート体験、お見逃しなく！

DIYワークショップスペース
DIY BASE TOKYO 各出展ブース内にて随時開催!!

青海展示棟
B ホール

初開催となるギフト・ショー初のDIY専門フェア
『DIY BASE TOKYO』
では、全出展社がDIYワークショップを開催！
茅葺で作るティピー製作や、DIYペイントから、オリジナルキャンド
ル作りやメタルスタンプを用いた新感覚のアクセリー作りなど、
DIY BASE TOKYOならではのオリジナリティあふれるワークショッ
プが満載です。ぜひご来場ください！
※有料のワークショップもございます。詳細は会場にてご確認ください。

参加
企業

アニースローンジャパン by DCT INC. ／トモ・コーポレーション／
(一社)日本キャンドル協会/カメヤマ(株)／（有）ヒロテック／Impress Art／
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開催日：2019 年 9 月 3 日（火）〜 9 月 6 日（金）

ǤșȳȈǿǤȠǹǱǸȥȸȫ

10：00AM 〜 6：00PM（最終日のみ 4：00PM まで）

会 場：東京ビッグサイト
※全てのプログラムは内容・時間・講師・会場等が変更される場合がございます。予めご了承ください。

LIFE×DESIGN
9:30

ǻȟȊȸ

51<#+.+8'ܱȖȸǹ

 ˟ئᲴ᩷ෙޒᅆ

10:00
10:30

ǭȃȁȳǹȆȸǸ

 ˟ئᲴ᩷ෙޒᅆ

10：30 〜 12：00

11:00

グルメ＆ダイニングスタイルショー
˟ئᲴᙱᲬțȸȫ˟ئϋ

SL-10

サステナブルな社会の在り方――
日本のエシカル消費とアメリカのサステナブルライフスタイル
登壇者

11:30

11：00 〜 13：00
(一社)エシカル協会 代表理事
日本ユネスコ国内委員会広報大使

11：30 〜 12：30

末吉 里花氏
zero waste daniel

12:00

Daniel Silverstein氏

中嶋象嵌

12:30

Bic FOOD PRODUCE
北海道のこだわり逸品をプロデュース。
売れる商品の法則を探せ！

（株）ベーシックインフォメーションセンター
代表取締役 フードプロデューサー

伊藤 敏郎氏

13:00

13：00 〜 15：00

13:30

13：30 〜 15：00

14:00

SL-11

客の気分を高揚させ賑わいを生み出す、ホテルのデザイン戦略＆経営戦略
〜リゾート型から都市型まで
登壇者

14:30
15:00

丸二

13：30 〜 14：30
生産者トークライブ
FARMSTEAD EXPO TALK SESSION
コーディネーター

the range design INC.
代表取締役

京からかみ

（唐紙実演）

（株）
ファームステッド
クリエイティブディレクター

寶田 陵氏
(株)商店建築社
月刊商店建築
編集長

長岡 淳一氏
アートディレクター

阿部 岳氏

塩田 健一氏

15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00

ギフト・ショーDEMO（随時実施中）
●（公財）東京都中小企業振興公社
〜

10:30
14:30

西2-T25-22

中小企業プロモーション支援事業の支援企業
6社が、出展製品のワークショップ、プレゼン
テーション等を随時実施いたします。

（株）
コスモテック （株）新盛インダストリーズ （株）大王製作所
フットマーク
（株） （株）扶桑 （株）ぶるーむ

西１・２ホール
生活雑貨フェア内

●協和工業（株） 西2-T28-23
マットレスパッドの体験、夢ゲンナイフは実際に切れ味を
試せます。
●（株）曙産業 西2-T28-24
お餅を楽しもう！新型モチラボシリーズ。チョコナッツク
ラッシャーでチョコとナッツがあっという間にクラッシュ。

●（有）鯛のたい 西2-T27-01
防振セルバッグスにより、振動が軽減される体験が出来ます。

●（有）
プロビジョン 西2-T31-24
切れない刃物がたった数秒で蘇る刃物研ぎ器「ソリングミニ」。

●下村企販（株） 西2-T28-17
ハンドドリップの実演。

●（株）ケミコート 西1-T24-14
超電水と水道水の油汚れ洗浄比較試験。

●Bautitec 西2-T28-20
コードレス洗浄機のパワー、使い方の体験。

●コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド
THRILLグラス 急速冷却装置の実演。

西1-T24-25

SOZAI LIVE!!
“モノづくりの瞬間”をご覧ください！

青海展示棟
B ホール

職人たちの研磨された技術をその目で見ることができる実演
スペース“SOZAI LIVE”が今回も登場。普段なかなか目にする
ことができない、職人たちの“モノづくりの瞬間”を見て、体感
できる貴重な機会をお見逃しなく！

実演

中嶋象嵌、京からかみ 丸二

参加型ライブペインティング

青海展示棟

ウェーブアーティスト Goes Windyと絵画を共作！
！ B ホール
バリ島出身のウェーブアー
ティスト『Goes Windy』の
来日に合わせ、参加型ライ
ブペインティングを開催！
！
バリ島 の 波 を 描 い た 作 品
が人気を博しており、今回
は会場でライブペインティ
ングを実施するだけでなく、あなたの一筆を作品に入れること
ができます。滅多にできないアート体験、お見逃しなく！

DIYワークショップスペース
DIY BASE TOKYO 各出展ブース内にて随時開催!!

青海展示棟
B ホール

初開催となるギフト・ショー初のDIY専門フェア
『DIY BASE TOKYO』
では、全出展社がDIYワークショップを開催！
茅葺で作るティピー製作や、DIYペイントから、オリジナルキャンド
ル作りやメタルスタンプを用いた新感覚のアクセリー作りなど、
DIY BASE TOKYOならではのオリジナリティあふれるワークショッ
プが満載です。ぜひご来場ください！
※有料のワークショップもございます。詳細は会場にてご確認ください。

参加
企業
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