




（公社）日本インテリアデザイナー協会 /（公社）日本ジュエリーデザイナー協会 /（公社）日本アロ
マ環境協会 /（公社）日本パッケージデザイン協会 /（一社）日本空間デザイン協会 /（公社）日本グ
ラフィックデザイン協会 /（公社）日本インダストリアルデザイン協会 /（公社）日本サインデザイン
協会 /（一財）日本ファッション協会 /（一社）日本住宅リフォーム産業協会 /（一社）日本テキスタイ
ルデザイン協会 /（一社）リノベーション協議会 /（一社）ケアリングデザイン/（一社）日本ビオホテ
ル協会 /（一社）アートのある暮らし協会 /九州クラフトデザイン協会 /（一社）メイド・イン・サス
ティナブル・プロジェクト
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第93回東京インターナショナル・ギフト・ショー春２０22

自然との共生　花と緑のガーデニングライフの魅惑 PartⅡ

2022年2月8日（火）～10日（木）　午前１０時～午後６時
（但し最終日2月10日は午後5時まで）

パーソナル・ギフト・マーケットに携わる国内外の小売・卸売業者・商社など

延べ144,923人（内海外来場者32人）　※同時開催展含む
【第９１回 （昨年 ２０２１年２月開催） 実績：延べ94,335人（内海外来場者 0人）】

無料（事前登録制）

出 展 社 数

同 時 開 催 展

名 称

テ ー マ

（株）ビジネスガイド社主 催

会期・開催時間

会 場

後 援

協 賛

入 場 対 象 者

来 場 者 数

入 場 料

海外出展社　国・地域別内訳
中国３２社、香港３社、韓国２社、台湾２社、トルコ1社、インドネシア１８社、フィンランド1社

東京ビッグサイト（東京国際展示場） 　東展示棟1～6ホール　　※同時開催展含む

第93回東京インターナショナル・ギフト・ショー春２０22 開催概要

2,164 社 （海外 7の国と地域から59社含む）　※同時開催展含む

●東京インターナショナル・ギフト・ショー春2022  第 11回ＬＩＦＥ×ＤＥＳＩＧＮ
●第31回グルメ＆ダイニングスタイルショー春2022
●プレイベント LIVING ＆ DESIGN

国際機関日本アセアンセンター / 中国大使館経済商務処 / 駐日本國大韓民國大使館 / 在大阪
インドネシア共和国総領事館インドネシア貿易振興センター / フィンランド大使館 / 在日ドイツ
商工会議所 /（一財）対日貿易投資交流促進協会（ミプロ）/日本貿易振興機構（ジェトロ）/（一社）
日本百貨店協会 /日本チェーンストア協会 /日本小売業協会 /全国商工会連合会 /日本商工会
議所 /東京商工会議所 /（公財）日本デザイン振興会 /（公財）東京観光財団 /（公社）日本通信販
売協会 /（公社）インテリア産業協会 /（一社）キャラクターブランド・ライセンス協会 /（一社）日
本商品化権協会 /（一社）日本動画協会 /LICENSING INTERNATIONAL/（一社）コンテン
ツ海外流通促進機構 /（一社）日本専門店協会 /（一財）ニッセンケン品質評価センター/（一社）
日本商環境デザイン協会 /（一社）日本オフィス家具協会 /（一社）日本インテリアプランナー協会
/（一社）日本インテリアコーディネーター協会 /（一社）日本キャンドル協会 /（一社）ジャパンショ
ッピングツーリズム協会 /（一社）LIVING TECH 協会 /（株）東京ビッグサイト /Monthly 
Gift Premium

　第93回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2022　1,105社（内海外6の国と地域から58社含む）
　第11回ＬＩＦＥ×DESIGN　764社（内海外1ヶ国から1社含む）
　第31回グルメ＆ダイニングスタイルショー春2022　285社
　プレイベント LIVING ＆ DESIGN　10社
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●海外告知先・ギフト関連業界代表紙
AP / AUTOMOTIVE NEWS / THE BUREAU OF NATIONAL AFFAIRS. INC. / CNN / PANORIENT NEWS / POOHKO 
HAWAII（米）
BBC / THE DAILY TELEGRAPH NEWSPAPER / REUTERS / REX FEATURES（英）
ARD / EPA / FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG / SUDDEUTSCHE ZEITUNG / ZDF（独）
NEUE ZUERCHER ZEITUNG / SWISS RADIO AND TV / SWISS NATIONAL RADIO+TV SRF（スイス）
CHINA TIMES / TAIPEI NAVI / TAIWAN TELEVISION ENTERPRISE. LTD. / UNITED DAILY NEWS（台）
AFP / GAMMA PRESSE IMAGES / L’EXPRESS（仏）
MEDIACORP NEWS PTE LTD. / SINGAPORE PRESS HOLDINGS（シンガポール）
ASIA SENTINEL（中）、DAILY PROTHOM ALO（バングラディッシュ）、DANISH BROADCASTING（デンマーク）、
INTERTELEMEDIA/APTN/APV（英/香港）、SBS(韓国)
THE JAPAN TIMES、Around Tokyo, TOKYO WEEKENDER、メトロポリス、BCCJ ACUMEN、東方新報、JAPAN TRAVEL 等

●広告掲載紙（誌）
イベントマーケティング、OWNER’s STYLE、Office Magazine、花卉園芸新聞、週刊玩具通信、CharaBiz+・CharaBiz 
Yellowpage2022、グリーン情報、経済産業公報、週刊粧業、旬刊ステイショナー、繊維ニュース、繊研新聞、全国主要
家具企業要覧、装苑、展示会とMICE、月刊トイジャーナル、東京シーサイドストーリー、陶業時報、日経MJ、日本文具新
聞、月刊NEXT LEADER、Bagazine、ファンシーショップ、月刊BUNGU TO JIMUKI、ホームリビング、月刊MICE Japan、
見本市展示会通信、見本市展示会総合ハンドブック、Lightning、Living Biz、旅行新聞、Monthly Gift Premiun、
GIFTNEWS

国内外のギフト関連紙（誌）に広告を掲載すると共に、各種情報の告知、ショーのＰＲに努めました。

●案内状
案内状を160万部作成し、出展社の協力を得て、取引関係先に100万部を発送すると同時に、事務局からは、ギフトマ
ーケットに携わる国内外の卸問屋・小売店（百貨店・量販店・ホームセンターを含む）・専門店・商社・ＳＰ業者・大手ユ
ーザー・結婚式場・ホテル・レジャー施設他に対して、60万部を発送しました。

●ポスター
来場者誘致用ポスターとして、Ｂ3版、B1版サイズのポスターを作成。出展社に配布し、掲示を依頼しました。
同時に、東京駅、東京ビッグサイト駅、国際展示場駅に掲出、その他都バスの車額掲出などの広告活動を行いました。

広告掲載・告知

●出展社商品情報ポータルサイト「Gift Net®」
会期前より出展社に問い合わせができることで、ご来場者様より好評いただいている、出展社商品情報ポータルサイ
ト『Gift Net®』を、1月31日(月）に、公開しました。
今回は、東京ギフト・ショーのご出展社様に、LIFE×DESIGN、グルメ＆ダイニングスタイルショーのご出展社様をあわ
せると、2000社以上のご出展社様を、Gift Net®で公開。
催事出店の依頼や、資料請求など、ご来場者様からは、Gift Net®を通じて、大変多くのお問い合わせを頂戴し、会期
中の商談にご活用いただきました。

2022年1月12日（水） 感染症拡大防止の観点から、出来る限り密を避けるため、「第93回東京インターナショナル・ギ
フト・ショー春2022（同時開催展含む）会期直前合同記者発表会」をオンライン（LIVE）で実施。
今回の見どころ、主要イベント、コンテスト…などと共に東京ギフト・ショー開催における「新型コロナウイルス感染拡
大防止のための対応指針」についてもお話しいたしました。
コロナ禍における大規模イベントの開催ということもあり、業界紙誌のみならず、一般紙誌やテレビ局など多くのマス
コミ関係者の皆様にご覧いただくことができました。

●ＰＲ
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当エリアにご出展の皆様からは、
・大手さんとはこういう時期なのでなかなか会えなかったが、中小規模の方と多く商談が出来た。
　展開の早い話しが多くとてもありがたかった。
・具体的なリクエストをしてくれる来場者がとても多かった。
・新商品のアイデアをいただけた。早速開発に取り掛かりたい。
・こんなタイミングにも関わらず、積極的な商談が出来て良かった。
・来場者に直接自分の商品をＰＲできる機会が少ないので、リアルの場は大切にしていきたい。
・前回より北海道から沖縄まで、全国の来場者がブースに来てくれて新規取引が増えた。
などの声を頂戴いたしました。

東展示棟　東1・2ホール
まだまだ続く「おうち時間」の需要とキャラクター、ファンシー雑貨に注目が集まりました。
「パーソナルギフト・マイルーム・マイグッズ」「キャラクター・ライセン
ス・エンターテインメント」のフェアが集まる東１・２ホールにはキャラ
クターグッズ、玩具、ファンシー雑貨から文具、ギフト商品、ベビー用品な
ど日々の生活をより豊かにする素敵な商品が集まりました。
中でも「おうち時間」をより充実させるグッズはもちろん、話題のキャラク
ターグッズ、ユニークなファンシー雑貨、室内外で遊べる玩具、注目のスポ
ーツギア、最新のモバイルアクセサリーが注目を集めていました。
またライセンスフェアと 2 回目の開催となるアート＆グラフィックフェ
アでは、商品化の商談やイベント、催事にまつわる商談が行われておりま
した。
コロナの増加や天候に左右された会期ではありますが、「出展社も来場者も何か動いていかないといけない」と互いに
モチベーションの高い人が多く、成約・成果につながったと話しを伺いました。

東１ホールにて開催した特別展示イベント「お家で遊ぼうPart3 
～Enjoy! STAY AT HOME～」において実施したアンケート結果
をご報告させて頂くと共に、来場バイヤーの注目を集めた3つの商
品をご紹介します。

第 93 回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2022レポート

お家で遊ぼう Part3

東１-T０３-２０
（株）FОインターナショナル

キャンプセット

TEL：03-5641-2501
https://fo-online.jp/shop/breeze/

参考上代（税込） ￥3,960

お部屋でキャンプを楽しめる。ちゃんと使える
テントと色々遊べるキャンプグッズのセット。

東 3-T23-28
エムエス幕張

フリッカーファイヤー

TEL：050-5318-5970
https://shop.msmakuhari.com

参考上代（税込） ￥22,800

焚き火気分を簡単に「炎と暮らす」新発想のファ
イヤーポット。焼きマシュマロ、お家デート、アウ
トドアにも

東4-T30-04
（株）辻商店

プリーツのお皿

TEL：075-752-0766
https://www.tsujitoku.net

参考上代（税込） ￥1,100　￥1,650

紙に立体的な加工を施し、広げて自由な形にする
ことができます。スクエアとラウンドがあります。
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東展示棟　東2・3・6ホール

東2・3・6ホールには、多彩なファッションアイテムや、生活にアクセン
トを与える工夫とアイデアに満ちた日用雑貨、美を演出・心と身体の健康
に役立つ商材など、生活密着型の商品が大集合しました。
また、人気の「FASHION SELECT」、「SPORTS IN LIFE」、「備えて安心 
３防プロダクトゾーン」など、これからの消費マインドに向けて発信する
企画ゾーンを積極的に展開。
コロナ禍で生活様式の変遷や自身の価値観の上書きが進み、消費マイン
ドにも変化が現れた今、生活にゆとりを与える「今、必要なモノ」が満載の
当エリアにバイヤーの注目が集まりました。

出展企業からは、「こんな時期なので不安だったが、予想以上に来場者が多い。初出展なので、広く色々な方と出会う
ことが目的。今のところ良い感触」、「前回に続いて２回目の出展。前回より仕入れに積極的なバイヤーが多く感じる。
いくつか良い成果につながりそうな商談ができている」、「ずっと出展し続けている。難しい時期だが、自ら動かなけ
れば、何も生まれない。確かにここ数回、コロナ前に比べると来場者数は振るわないが、しっかり商談は出来ているか
ら大丈夫！」（おしゃれ雑貨出展社）、「地方からの来場は少ないだろうと覚悟していたが、札幌からのバイヤーと名刺
交換ができた。こんな時期にも関わらず、他にも様々な地域から来たバイヤーと商談ができて、熱量を感じた」（生活
雑貨出展社）、「今回初出展。前回視察で来場した時より来場者が少ないようにも感じるが、欲しかったバイヤーのほ
とんどと名刺交換ができた。目標通りの結果が得られて満足している。また次回も出展するつもり」（ビューティーコ
スメ出展社）など、会期中から具体的な商談成果の声を数多くいただいております。

ファッションから理美容雑貨・便利な日用品まで、毎日を彩る生活密着型の一大エリア～

今、日本では自然災害による被害や、犯罪・交通事故、そして新型コロナウイ
ルスによる感染症拡大など、日常の中で様々な備えが必要となっています。
そんな市場動向と消費者の意識の高まりを受け、東３ホール「生活雑貨フェア 
特別企画」として「防災・非常用品グッズ」「防犯・交通安全グッズ」「防疫・
感染症対策グッズ」で構成される「３防プロダクトゾーン」を展開。ギフト・シ
ョーから暮らしの「安心」・「安全」をご提案し、多くのバイヤーにご来場いた
だきました。
また、本年９月開催の「第９４回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2022」では、一般社団法人災害防止研究所
協力のもと、秋のギフト・ショー人気企画「防災グッズ展」を開催。3防プロダクトゾーンも更にパワーアップいたします。
ご期待ください。

■ 「ギフト・ショーは３つの“防”（防災・防犯・防疫）―“３防”を提案します」
　 “３密”を避ける―が当たり前の生活スタイルとなった今。これからは自ら備える生活へ。



会場では、展示イベントに関するアンケートを実施いたしました。
（有効回答数285票）
展示アイテムの中で、最も人気の高かった商品を紹介いたします。
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「ホームファッショングッズビレッジ」
洋服を着替えるように住まいを演出する、インテリアスタイルが大集合！

東展示棟5・6ホール

インテリア関連の一大カテゴリー『ホームファッショングッズビレッジ』は、今回より、会場を東5・６ホールに移して
の開催となりました。憧れの暮らしを演出する、家具、照明、室内装飾、インテリア雑貨が幅広く集まる『ホームファニシ
ング・ライティング＆デコラティブフェア』や、室内を彩るフラワー・グリーン、花器から、庭やテラス、ベランダ向け
のガーデニンググッズまで網羅した『フラワー・グリーン＆ガーデングッズフェア』を中心に、前回の約1.5倍以上の
出展社が集まり、多くの商談で賑わいました。
また、会場内では主催者による２つの特別展示イベントを開催しました。東5ホールにて特別テーマ展示イベント『自
然との共生 人と環境に配慮したエシカルスタイルの提案』、東6ホールでは特別展示イベント『ニューインテリアスタ
イル―五感を心地よくする機能性商品』と題し、来場者の皆様へ新たな商品トレンドを発信するよう努めました。

会場アンケートによる人気商品 出展社の紹介

特別展示イベント 「ニューインテリアスタイル―五感を心地よくする機能性商品」

おうち時間の過ごし方や働き方など、ライフスタイルがガラリと変わった近年。
特にインテリアでは、部屋の中で長く心地よく過ごすために、五感に訴え、心地
よい空間を作るインテリアやプロダクトが人気を集めています。
本企画では、ギフト・ショーおよびLIFE×DESIGN全出展社の中で「心地よ
さ」にスポットを当てた商品だけを集中展示、視覚・聴覚・触覚・嗅覚・味覚に
訴え、心地良い暮らしをサポートする「ニューインテリア」を集め、ご来場者様に
発信いたしました。

エムエス幕張

フリッカーファイヤー

TEL：050-5318-5970
東 3-T23-28 東 5-SME60 東 2-T19-28

参考上代（税込） ￥22,800
焚き火気分をカンタンに「炎と暮
らす」新発想のファイヤーポット。
焼きマシュマロやおうちデート、
在宅ワークのお供にも使えて、炎
の癒しを提供します。キャンドル
では物足りないけど薪の準備は
面倒という方に。

「おてぶとん」は手のおふとん。
おやすみ前のひととき、ふわふわ
とゆったりと、一日頑張った手を
優しく包み込みます。身体の暖か
さとともに、心のぬくもりを大切
な“あなた”に届けます。

堂々とした姿の黒松をイメージし
た模様木のアートクラフト盆栽
です。幹肌は古木の風合いを出す
ため、樹皮が割れたような表現の
工夫をしています。生木の盆栽以
上に精巧に制作された、日本の
伝統工芸品です。

やまちょう

おてぶとん®

TEL：059-262-3003

参考上代（税込） ￥5,900

J- 和インターナショナル（株）

アートクラフト盆栽黒松

TEL：03-5332-7564

参考上代（税込） ￥517,000

出展社の声
・最後まで出展するか迷ったが、実際会場では多くの新規獲得ができて満足している。
・今回が初出展だが、会期中で 160件もの商談（後日アポ含む）ができた。
・東展示棟に会場が戻ったので満を持して参加、以前の様な集客ではないが、質の高い来場者が多いと感じた。
・コロナ禍以降の展示会に出ている中でも、やはりギフトショーの集客が最も良いと思う。「まん延防止措置段階」という   
　状況下でこれだけ成果が出せるのは有難い。
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注目高まる「SDGs・サステナブル・エコ」の企画エリア
東展示棟5ホール

2015年国連で「SDGs」が採択され、世界的に持続可能な開発目標への取り組みがスタートされ早6年、国内のギフ
ト・小売業界においても、ますます「エコ」「サステナブル」への注目が高まっています。今や、環境への配慮や社会への
貢献、安全安心な素材から製造されているかなどといった背景は、小売商材においての重要なキーワードとなっていま
す。東京ギフト・ショーでは、そういったこれからの時代には欠かせない「エコ」「サステナブル」な商材が一堂に集まる
エリアと企画を展開、これからの新たなライフスタイルに向けた新たな提案と情報を発信いたしました。

例年より更に規模を拡大し、「人・環境・地域を考えた商品」を扱う企業44社が全国から出展。前回から引き続き、間
伐材を使用したカトラリーや国内の綿花から作られたオーガニック製品、繰り返し使えるシリコンストローをはじめ、
古着を再資源化したアパレル商品など注目を集めており、商談が活発に行われました。

来場者アンケート （＊特別テーマ展示イベント会場にてアンケートを実施いたしました。有効回答数314。）

特別テーマ展示イベント 自然との共生　人と環境に配慮したエシカルスタイルの提案
自然との共生を意識したエシカルな商材を５つのテーマごとに展示
SDGsやサステナブルという言葉が徐々に社会に広まる中、私たちの暮らしの様々なシーンで「身体に良いもの」「自
然環境に配慮されたもの」「社会との繋がりを意識したもの」など、人・社会・環境を意識した商材は身近になってき
ています。そのような市場動向と消費者の意識の高まりをうけ、本テーマを体現する展示イベントを東展示棟５ホール
で開催。ギフト・ショー並びに同時開催展の全出展社から商品を募り、来場者様に向けて、情報を発信いたしました。

５つのテーマ
再利用・再資源・ゴミの削減
オーガニック・無添加・天然素材
フェアトレード・チャリティー

海洋保護・地域の森林保護
脱プラスチック・プラスチックフリー

51％

29％

13％

今後、担当の売り場で「エコ・サステナブル」
関連の商品は拡大しそうですか？

今後、「エコ・サステナブル」の分野において注目
しているジャンルは？

特別テーマ展示イベントについての感想を
お聞かせください。

3％

拡大する

減りそう

どちらともいえない

4％
取り扱う予定なし

変わらない

生活雑貨・日用品
40％

13％12％ 衣料・繊維
インテリア

11％
文具・紙製品

ペット用品

7％
化粧・美容品

2％
ベビーキッズ

5％その他

7％
伝統工芸品

3％

参考にしたいアイデアや
ヒントがあった

73％

導入したい商品が
見つかった

13％

特にあてはまる
ものはない

12％

参考になるものは
なかった

2％

エコ・サステナブルの出展エリア Ethical Style フェア



（株）ビジネスガイド社
インターナショナル・ギフト・ショー事務局
〒111-0034　東京都台東区雷門2-6-2
TEL：03（3843）9851／ FAX：03（3843）9850

Business Guide-Sha, Inc. １０

2022年秋の「第94回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2022」会期
2022年9月7日～9日（会場：東京ビッグサイト）より、デザイナーの喜多俊之
氏がプロデュース、住まいと暮らしのリノベーションに関する国際見本市
「LIVING&DESIGN」を同時開催することを決定しました。両見本市が連携を
強化することで、ハウジング・コントラクト・ホテルなど、トータルインテリアに
おける、日本の流通や暮らし産業全体に貢献していきます。
そして今回、プレイベントとして、スペシャルトークセミナーと特別プレ展示を
行いました。

1957年東京生まれ。77-80年、南カリフォルニア建築大学（SCI -Arc、
ロサンゼルス）在学。84年クーパー・ユニオン建築学部（ニューヨーク）を
卒業。82-83年、磯崎新アトリエに勤務。85年、坂茂建築設計を設立。
95年から国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）コンサルタント、同時に
災害支援活動団体ボランタリー・アーキテクツ・ネットワーク（VAN）
設立。主な作品に、「ポンピドー・センター・メス」、「静岡県富士山世界
遺産センター」、「大分県立美術館」、「ラ・セーヌ・ミュジカル」、「オメガ・
スウォッチ本社」などがある。これまでに、フランス建築アカデミーゴールド
メダル(2004)、日本建築学会賞作品部門（2009）、フランス国家功労勲章
オフィシエ(2010)、オーギュスト・ペレ賞（2011）、芸術選奨文化部科学
大臣賞（2012）、フランス芸術文化勲章コマンドゥール（2014）、プリツカー
建築賞（2014）、JIA日本建築大賞（2015）、紫綬褒章（2017）、マザー・
テレサ社会正義賞（2017）など受賞。現在New European Bauhausの
high-level roundtableメンバー、慶応義塾大学環境情報学部教授。

1969年よりイタリアと日本でデザインの制作活動を始める。イタリアや
ドイツ、日本のメーカーから家具、家電、ロボット、家庭日用品に至るまで
のデザインで多くのヒット製品を生む。作品の多くがニューヨーク近代
美術館、ポンピドゥー・センター（パリ）など世界のミュージアムに永久収蔵
されている。シンガポール、タイ、中国などにおいてデザイン活性化の政府
顧問を務める。「日本・グッドデザイン賞」審査委員長など、国内外のデザ
イン産業の要職を歴任。また、日本各地の伝統工芸・地場産業の活性化、
およびクリエイティブ・プロデューサーとして多方面で活躍する。
1990年スペインFAD工業デザイン協会より「黄金の三角定規賞」受賞。
2011年、イタリア工業デザイン協会より「黄金コンパス賞（国際功労賞）」
受賞。2016年、イタリア工業デザイン協会「黄金コンパス賞」の国際審査員
を務める。2017年、イタリア共和国より「イタリア共和国功労勲章コンメン
ダトーレ」受勲。2018年、特許庁長官表彰として平成30年度「知財功労賞」
受賞。大阪芸術大学教授。

スペシャルトークセミナー「住まいと暮らしの新時代」 東京ビッグサイト会議棟会 場

LIVING&DESIGN 特別プレ展示コーナー 東4ホール 東4-T38-28会 場

SL-9

11:00 -12:002/9（水）
建築家　坂 茂氏

SL-10

11:00 -12:002/10（木）
デザイナー　喜多 俊之氏

CONDE HOUSE 桜製作所 安心計画

Maris to Wood Style STILE LIFE MAGIS

リノベッタプロジェクトAKITA COLLECTION

日本デザイン振興会
Japan Institute of Design Promotion
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国内最大級の暮らし産業の展示会が盛大に開催されました！
2022年2月8日（火）～10日（木）の3日間、東京ビッグサイト（江東区・有明） 東展示棟4・5ホールにて、流
通業界から不動産、住宅業界を対象にした、国内最大級の暮らし産業の展示会『東京インターナショナル・ギフト・ショー春
2022 第 11回 LIFE×DESIGN』が、盛大に開催されました。
今回も、ギフト・ショーで絶大な人気を誇る「第78回アクティブデザイン＆クラフトフェア」や「第31回伝統と
Modern の日本ブランドフェア」などの定番カテゴリーに加え、リノベーションや素材まで、住まいづくりや多様化
するライフスタイルに欠かせない商材を集め、ハイセンスな商材を求める感度の高い流通業者、セレクトショップ、
インテリアショップなどの専門バイヤーや、建築・設計事務所、大手不動産、ハウスメーカー、リノベーション業など
の住宅関連産業、キャンピング場、アウトドア施設の関係者などにご来場いただき、活気ある商談が行われました。
出展企業からは、
自治体として出展したが、『会期中に発注が入り取引成立した』『問い合わせがすぐに来た』『具体的に商談している』など
の声が多く、これまでで一番実のある展示会だった。また、会期後のフォローアップでは、来場バイヤーからのレスポンス
が早く、今回は意欲のあるバイヤーが非常に多かった。
（ACTIVE DESIGN & CRAFT FAIR出展社）

店舗内装や空間設計に関する商談を15件以上行うことができた。小売店との商談がメインになると考えていたが、飲食
店やショップ、ブースデザインなど、大口の商談が多く、非常に充実した商談成果が得られた。
（ACTIVE DESIGN & CRAFT FAIR出展社）

バラエティに富んだ企業と商談を行うことができた。普段はアパレル系の展示会に出展しているが、LIFE×DESIGNに出
展したことで、取引先の幅を広げることができ、新規取引につながった。
（伝統とModernの日本ブランドフェア出展社）

多くの企業に興味を持っていただけたが、大手不動産会社との商談ができたことがよかった。大手企業との商談は自分か
ら営業にいくことが難しいため、LIFE×DESIGNのような場で出会えて、商談までできるのはありがたい。
（リノベーションゾーン出展社）
などの声を頂戴しております。

東京インターナショナル・ギフト・ショー春2022 第11回LIFE×DESIGN

第78回 ACTIVE DESIGN ＆ CRAFT FAIR
前衛的で香り高いデザイン＆クラフト商材が集まる東京ギフト・ショー LIFE×DESIGNでも人気の高いフェア。
出展社のブースでは、熱い商談をしている様子が数多く見られました。
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第28回 ACTIVE CREATORS
新進気鋭の若手デザイナーやクリエイターが、今回も新ブランドや新商品を多数発表しました。国内のバイヤーだけでな
く、海外のセレクトショップのバイヤーも注目するエリアとして開催しました。

第31回伝統とModernの日本ブランドフェア／第5回町工場NOW！／第11回SOZAI展
日本伝統の技や素材、町工場の技術が光る「日本ブランドフェア」、「町工場NOW！」「SOZAI展」では、日本のものづくり
に関心の高い熱心なバイヤーとの活発な商談が行われました。

第11回 グランピングゾーン／第1回サウナフェア
展示会の枠組みを越えた新しい商談スタイルとして、回を重ねるごとに注目が集まっている「グランピングゾーン」では、
アウトドアを魅力的にする衣・食・住からキャンプギアまで幅広い商材が数多く集まりました。

第11回リノベーションゾーン／第11回LIFE STYLINGS
インテリアから本格的なリノベーション提案まで、暮らし産業に向けた提案を行う企業が集まるエリア。
個性豊かな出展社が集まる、LIFE×DESIGNを特徴づけるエリアとして人気を集めました。
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東京ギフト・ショーは皆様のビジネスを全面的にサポートいたします！

「ビジネスマッチング in Gift Show」は、東京インターナショナル・ギフト・ショーお
よび同時開催展（LIFE×DESIGN、グルメ＆ダイニングスタイルショー）にて、出展企
業とバイヤーとの効果的なマッチングを促すべく２００９年にスタートした企画。
過去２５回の開催で7,777件の商談が行なわれ、業種業態の枠を越えた様々な取引
が生まれました。
今回は、新規参加の７バイヤーを含む６１バイヤーにご参加いただき、332件の商談
が成立いたしました。また、前回より内容をリニューアルし、従来の「展示会会場でのブ
ース商談」に加え会期直前の「プレ商談」にも対応し、出展社とバイヤーの接点をより
多く持っていただける環境作りに尽力いたしました。

26
18

・ 新しい生活様式で利用者が増えているEC・通販バイヤーの招聘を強化！
・ 感染予防で出張を控える関東以外からのバイヤーもしっかり誘致！
  実際の来場が困難な場合に備え、オンライン商談のスキームも準備。
・ 日本にいながら海外販路開拓ができる。
  海外に販路を持つ国内の輸出商社、日系小売バイヤーが勢揃い！

今回の以下のポイントでバイヤー招聘をいたしました。！

 参加バイヤー（企業）一覧
株式会社ARAN.
ANAフーズ株式会社
株式会社エトワール海渡
大阪ダイヤモンド地下街株式会社
オンワードデジタルラボ　「CRAHUG」
株式会社オンワードデジタルラボ　マーチャントビジネスDiv. マルシェSec.
株式会社カウンターワークス
株式会社カタログハウス　雑貨事業部
株式会社カタログハウス　食品事業部
株式会社角川アスキー総合研究所　アスキーストア
株式会社Culture Generation Japan
カルチュア・エンタテインメント株式会社　IPプロダクト事業本部
株式会社近鉄百貨店　本店　ファッションプロジェクト推進部
工場十貨店
COUXU株式会社（セカイコネクト）
株式会社CONEST　
株式会社五味商店
株式会社 JTB商事　デジタル推進部
株式会社シップス　MENS EC
株式会社シティ・スーパー・ジャパン
Japan Centre Group Limited
株式会社ジャランジャパン
SHOP JAPAN（株式会社オークローンマーケティング）
株式会社新東通信
株式会社そごう・西武
ダイタデシカ、
株式会社大丸松坂屋百貨店　催事
田村駒株式会社
katakana ／カタカナ
中央物産株式会社　グローバルビジネス開発部
TENOHA MILANO

２１２キッチンストア
株式会社東急ハンズ　商品戦略部PB開発グループ
TOKYU HANDS SINGAPORE PTE. LTD.
株式会社東急ハンズ　新宿店
株式会社トーハン
株式会社中川政七商店　大日本一課
日理株式会社
日本出版販売株式会社　商品開発部
にっぽん　てならい堂
株式会社日本百貨店（雑貨）
株式会社日本百貨店（食品）
Suzhou New Sun Trading Development Co., Ltd.
New Time (China) Co., Ltd.
ハヤシ・アンド・カンパニー株式会社
東日本旅客鉄道株式会社（事業創造本部）
株式会社美術出版エデュケーショナル　アート事業部
株式会社ファッションクロス　ITS'DEMO商品チーム　コスメ＆ビューティ
株式会社ファッションクロス　ITS'DEMO商品チーム　LifeStyle
株式会社フードアンドパートナーズ
ベータ・ジャパン合同会社（b8ta Japan）
株式会社マークス　海外事業部
株式会社マグスタイル
株式会社丸井　ポップアップ・イベント事業部
丸善丸の内本店　ファッショングループ
丸善丸の内本店　文具グループ
丸紅インテックス株式会社　機能資材部
ミカサ通商株式会社
monova
ユザワヤ商事株式会社
株式会社旅行新聞新社
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2022 年１月 31日全出展社同時公開 !!

【会期中だけで50万アクセス！Gift Net®だけの“特集企画”も人気を博しました !!】

事前来場登録いただいた方は、今すぐご利用可能です!!
Gift Net®のご利用、会員登録はこちらから

第93回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2022の開催に合わせ、ビジネスガイド社が運
営するB to B ポータルサイト『Gift Net®』では、LIFE×DESIGNやグルメ＆ダイニングスタイ
ルショーなどの、同時開催展出展社を含む、約2000社の出展社・商品情報を、2022年 1月 31
日（月）に、一斉公開しました。

出展社の公開にあわせて、Gift Net®上では、グルメ＆ダイニングスタイルショーの出展社様が商
品群別に検索できる「グルメ＆ダイニングスタイルショー出展社特集」や、昨今の市場で最もHOTな
企画「サウナ＆アウトドア特集」、今、お店で並べたい商品が見つかる「新生活必需品特集」など、時流
に合わせた『特集企画』も実施しました。
出展社公開から、会期中だけで、50万を越えるアクセスがあるなど、大変多くのご来場者様に、ご活
用いただきました。
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▼審査員
● 株式会社エトワール海渡　ファッション部　部長　瀧島 淳一 氏
● 株式会社大丸松坂屋百貨店　営業本部 MD戦略推進室　久田 明生 氏
● 株式会社東急ハンズ　商品戦略部 PB開発グループ　泉 徳之 氏
● 雑貨の学校® 主宰／雑貨コンサルタント® ＧＲＯＵＰ ＯＮ ＴＨＥ ＬＩＶＩＮＧ 代表　富本 雅人 氏
● 株式会社ワールドフォトプレス　モノ・マガジン　編集ディレクター　土居 輝彦 氏
● 株式会社ビジネスガイド社　代表取締役社長　芳賀 信享
● 株式会社ビジネスガイド社　会長　芳賀 久枝

▼審査基準
★ デザイン・制作技術が優秀で、独創性があること。
★ 商品の使用目的に沿った機能性あるいはアイデアに優れていること。
★ 品質水準が高いこと。
★ 安全性について十分考慮されていること。
★ 新製品コンテストは、原則、未発売もしくは発売後2ヶ月以内の新製品であること。
★ 輸入品人気コンテスト海外からの輸入品であること。

新製品コンテスト 東1ホール
輸入品人気コンテスト 東6ホール
女性のハートをキャッチするギフトグッズコンテスト 東2ホール
キッチン＆ダイニンググッズコンテスト 東3ホール（グルメ＆ダイニングスタイルショー「新製品コンテスト」内）
上記コンテストに加え、小間内装飾または、商品展示の演出効果が優れている出展社に大賞・準大賞などを贈呈。
第93回東京ギフト・ショー全出展社が対象となっておりました。（ディスプレイコンテスト）

新製品コンテスト会場の様子コンテスト・アワード授賞式の様子

会期最終日の2022年2月10日（木）午前11：00から東京ビッグサイト 北コンコースで開催された、『「第93
回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2022」「第11回LIFE×DESIGN」「第31回グルメ＆ダイニングス
タイルショー春2022」 コンテスト・アワード授賞式』にて受賞商品・出展社が発表されました。

毎回、多くのバイヤーにとって、情報収集の宝庫となっていることで人気の各種コンテスト。
今回も各コンテスト会場を訪れたバイヤーによる投票で、人気の上位１０位を選出。その結果をもとに以下の審査員
による厳正な審査を経て、受賞商品・出展社が選出されました。
特に今回は、時代を反映し、「消毒」「飛沫防止」「おうち時間」「リラクセーション」「アウトドア」などをキーワード
にした商品が多く、熱心にメモを取りながら、商品を見入るバイヤーの姿が多数見受けられました。

第93回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2022 各種コンテスト
次代のトレンドを担う魅力的な商品が多数出品され、グランプリが決定いたしました！

















来場者アンケート
期間　2022 年 2 月 8 日 ( 火 ) ～ 2 月 10 日 ( 木 )
場所　東京インターナショナル・ギフトショー春 2022 第 11 回 LIFE×DESIGN　LIFE×DESIGN アワード投票所　サンプル数 381 件

あなたの主たる業態は？

本日のこれまでの感想は？

来場の主な目的は？

貴社(店)の所在地は？

あなたの仕入れに関する決定権は？

今までの来場回数は？

3 回以上

76.90%

新しいアイデア

が見つかった

18.33%

仕入れたい商品

があった

20.56％

仕入れの参考になる

企画があった

13.06%

気になる商品

があった

48.06%

海外 0.53％

近畿

7.18％

北海道 ・ 東北 2.93％

東海

7.18％

北陸 ・ 信越 3.72％

中国 ・ 四国 3.46％

関東

（東京を除く）

30.32％

東京

40.69％

その他

情報収集など

31.63％

新規

仕入れのため

31.16％

既存取引先からの

招待　7.91％

商品開発のため

26.74％

その他 3.33%

小売 ・

専門店 ・

百貨店

30.66%

建築 ・ 住宅
関連 7.29%

メーカー

17.03%

通販 ・ 訪販
4.52%

ﾎﾃﾙ・ 旅館 ・ｽﾊﾟ・
温泉施設等 2.93%

輸出入商社
5.26%

商品ﾃﾞｻﾞｲﾝ・ 企画 4.04%

官公庁 ・ 団体 1.80%

外食産業 1.91%
報道 ・ 出版　0.92%

2 回目

11.96%

卸売

20.32%

決定権も影響力も

持っていない　7.08%

決定権はないが、

影響力は強い

9.23%

決定権はないが、

影響力は少しある

12.92%

決定権がある

70.77%

九州 ・ 沖縄

3.99％

はじめて

11.14%

内装 ・ インテリアの

発注のため　2.56％



見ごたえのあったフェアは？（複数回答可）

0 20 40 60 80 100 120

START SCANDINAVIA

リテールソリューションフェア

スマート IoT＆AI プロダクツフェア

DIY BASE TOKYO

ACTIVE CREATORS

SOZAI 展

海外販路開拓フェア

初開催　サウナフェア

リノベーションゾーン

グランピング

ライフスタイリングス

アクティブデザイン & クラフトフェア

町工場 NOW! 

伝統と Modern の日本ブランドフェア 104 人

4 人

6 人

83 人

21 人

58 人

79 人

1 人

14 人

13 人

38 人

19 人

19 人

20 人

0 20 40 60 80 100

その他

ヘルシー ・ 健康グッズ

キッチン雑貨

インテリアファブリック

絵画 ・ 美術品 ・ アート＆クラフト

手工芸品 ・ ホビー

販売支援ツール

ベビー ・ キッズ用品

時計 ・ メガネ

家電 ・ 照明器具

宝飾 ・ アクセサリー

伝統工芸品

フラワー ・ 園芸 ・ 造園 ・ グリーン

飲料 ・ 酒類

陶磁器 ・ その他和食器

化粧品 ・ 装飾雑貨 ・ 理美容品

バッグ ・ 靴

玩具

香りの商品

文具 ・ 事務用品

ファンシー雑貨

食品

衣料 ・ 繊維製品

インテリア ・ 家具

生活雑貨 ・ 日用品

貴社(店)の主要取り扱い商品は？ （複数回答可）

94 人

19 人

10 人

69 人

36 人

11 人

31 人

28 人

29 人

21 人

18 人

16 人

16 人

15 人

14 人

25 人

26 人

10 人

10 人

12 人

12 人

12 人

12 人

13 人

14 人



   商談件数：平均 10.06件 
   成約件数：平均 3.85件 
 今回の仕入れ予算額：平均￥4,787,300 

小売内訳 

輸出入商社内訳 

貴社（店）の主たる業態は？ 

本日のこれまでの感想（商談成果）は？ ご来場の主な目的は？ 貴方の仕入れに関する決定権は？ 

今回までのギフト・ショーへの来場回数は？ 

最も良かったと思うイベントは？（複数回答可） 

仕入れたい

商品（1～

10アイテ

ム）があっ

た 
45.53% 

まだ、めぼ

しい商品が

見つからな

い 
33.94% 

仕入れたい

商品（11～

20アイテ

ム）があっ

た 
9.70% 

気になる 

商品はある

が、是非に

と思うほど

で 

なかった 
7.89% 

未回答 
2.95% 

輸入商

社 
67.37% 

輸出商

社 
32.63% 

専門店・セレクト

ショップ・ライフス

タイルショップ 
41.31% 

百貨店 
17.01% 

量販店・ 

ホームセンター 
11.96% 

通販・訪販（TV・

ネット含む） 
9.53% 

スーパー・ 

コンビニ 
7.10% 

ドライブイン・ 

道の駅・ 

土産物店 
2.62% 

その他小売 
10.47% 

小売 
42.56% 

卸売 
21.56% 

メーカー 
16.47% 

輸出入商社 
7.48% 

SPエージェンシー 
4.53% 

商品デザイン・ 

企画 
2.47% 

ホテル・旅館・ 

結婚式場 
1.51% 

外食産業 
0.72% 

レジャー施設・ 

遊園地・動物園 
0.48% 

官公庁・ 

公共団体 
0.40% 報道・出版 

0.32% 

建築・住宅関連・

ディベロッパー 
0.16% 

その他 
1.35% 

3～5回目 
43.49% 

6～10回目 
24.92% 

2回目 
9.05% 

はじめて（会社

の他のものは

来場している

が、本人として

は初回） 
7.78% 

11～20回 
5.32% 

はじめて（会社

としても本人と

しても初回） 
3.73% 

31回目以上 
2.22% 

21～30回目 
1.59% 

未回答 
1.90% 

既存取引先か

らの招待で、そ

こからの仕入

れ 
38.64% 

仕入れのため

の情報収集 
32.49% 

新規仕入れの 

ため 
21.66% 

その他情報収

集 
5.41% 

未回答 
1.80% 

絶対的な決定

権がある 
26.20% 

ある程度の決

定権はある 
37.79% 

決定権はな 

いが、影響 

力は強い 
19.79% 

決定権はな 

いが、影響 

力は少し 

ある 
9.80% 

決定権も影響

力も持っていな

い 
3.86% 

未回答 
2.54% 

712人 

251人 

479人 

172人 

237人 

71人 

27人 

29人 

20人 

0 200 400 600 800

新製品ｺﾝﾃｽﾄ（東1） 

輸入品人気ｺﾝﾃｽﾄ（東6） 

女性のﾊｰﾄをｷｬｯﾁするするｷﾞﾌﾄｸﾞｯｽﾞｺﾝﾃｽﾄ

（東2） 

ｷｯﾁﾝ＆ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞｸﾞｯｽﾞｺﾝﾃｽﾄ（東3） 

LIFE×DESIGNｱﾜｰﾄﾞ（東4・LIFE×DESIGN会場内） 

特別テーマ展示イベント「自然との共生 人と環

境に配慮したｴｼｶﾙｽﾀｲﾙの提案」（東5） 

特別展示イベント「ﾆｭｰｲﾝﾃﾘｱｽﾀｲﾙ 五感を心

地よくする機能性商品」（東6） 

特別展示イベント「お家で遊ぼうPART3」（東

1） 

未回答 



見ごたえのあったフェアは？（複数回答可） 貴社（店）の主要取り扱い商品は？（複数回答可） 
ギフト・ショー事務局は、昨年1月22日に 

BtoＢポータルサイト「Gift Net®」をオープンしました。 

リアル（展示会場）とオンラインを併用した 

ハイブリット型展示会を目指します。 

今後の見本市・展示会の在り方についてお聞きします。 

上記設問で「展示会場での直接商談が良い」 

（リアルな商談）と答えた方の理由は？ 

上記設問で「オンライン（Gift Net）での商談が良い」 

（オンライン商談）と答えた方の理由は？ 

展示会場での 

直接商談が良い 

（リアルな商談） 
70.84% 

オンライン 

（GiftNet）での 

商談が良い 

（オンライン商談） 
1.30% 

リアルな商談と 

オンライン商談 

のハイブリット型 

展示会が良い 
26.24% 

未回答 
1.61% 

出展社の商品に 

対する思いや 

こだわりがダイ 

レクトに伝わる 
22.46% 

商品を直接手に

取り、感じること

が出来る。（手触

り・質感・匂い・・・
etc.) 

73.25% 

その他 
1.68% 

未回答 
2.61% 

1年365日・24時

間いつでも商品を

さがし、商談する

ことができる。 
39.90% 気に入った商品・ 

企業へ気軽に 

問い合わせが 

できる。 
52.92% 

その他 
2.50% 

未回答 
4.67% 

324人 

19人 

81人 

41人 

294人 

9人 

18人 

71人 

34人 

12人 

94人 

53人 

20人 

729人 

196人 

51人 

16人 

10人 

12人 

19人 

21人 

6人 

32人 

8人 

27人 

15人 

22人 

8人 

59人 

42人 

271人 

116人 

35人 

0 100 200 300 400 500 600 700 800

ヤングファッション＆キッズスタッフフェア 

ベビー＆キッズフェア 

ステーショナリー＆ペーパーグッズフェア 

STYLISH文具フェア 

ホームファニシング・ライティング＆デコラティブフェア 

ファブリックデコレーションフェア 

ハイデザインキッチン＆テーブルウェアフェア 

ビューティー＆コスメティックフェア 

フラワー・グリーン＆ガーデングッズフェア 

アート＆グラフィックフェア 

香りの商品フェア 

ヘルスケアフェア 

手作りホビーメイキングフェア 

生活雑貨フェア 

おしゃれ雑貨＆レザーグッズフェア 

アパレルファッションフェア 

ファッションアクセサリーフェア 

ジェムストーン＆ファインジュエリーフェア 

スポーツ＆プレイング・グッズフェア 

インポートギフトフェア（欧米・オセアニア） 

アニメ･コミック&キャラクターライセンスフェア 

Life with Pets ～人とﾍﾟｯﾄ共に生きるﾗｲﾌｽﾀｲﾙ～ 

デジタルガジェット＆デバイスフェア 

リテールサポートフェア 

Ethical Styleフェア 

クリスマス＆ブライダル・記念日ギフトフェア 

★FASHION SELECT 

★産地ブランドの服飾展 

★SPORTS IN LIFE 

★manicolle tokyo 

★同時開催 第11回LIFE×DESIGN 

★同時開催 第31回ｸﾞﾙﾒ&ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞｽﾀｲﾙｼｮｰ秋2021 

未回答 

771人 

572人 

311人 

244人 

217人 

118人 

110人 

89人 

78人 

69人 

61人 

53人 

51人 

49人 

36人 

34人 

21人 

19人 

18人 

15人 

15人 

14人 

11人 

11人 

10人 

9人 

9人 

8人 

5人 

5人 

5人 

4人 

2人 

1人 

1人 

43人 

28人 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

生活雑貨 

ﾌｧﾝｼｰ雑貨全般 

文具・事務用品 

おもちゃ 

ﾌｧｯｼｮﾝ雑貨 

家具・ｲﾝﾃﾘｱ小物 

観光みやげ品 

販促支援ﾂｰﾙ 

ﾌﾗﾜｰ＆ｸﾞﾘｰﾝ 

ｱﾛﾏ・お香 

ｽﾎﾟｰﾂ用品 

ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ・ｸﾗﾌﾄ 

ﾍﾙｼ・健康ｸﾞｯｽﾞ 

介護・福祉用品 

携帯・IT関連ｸﾞｯｽﾞ 

記念日ｷﾞﾌﾄ全般 

食品全般 

ｲﾝﾎﾟｰﾄｸﾞｯｽﾞ 

ﾃﾞｻﾞｲﾝﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ 

ｴｺ・ﾌｪｱﾄﾚｰﾄﾞ 

繊維製品 

ｷｯﾁﾝ＆ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞｸﾞｯｽﾞ 

ｱﾊﾟﾚﾙ（衣料） 

ｲﾝﾃﾘｱﾌｧﾌﾞﾘｯｸ 

伝統工芸品 

理美容雑貨 

ｱｸｾｻﾘｰ・宝飾・腕時計・天然石 

ﾍﾞﾋﾞｰ＆ｷｯｽﾞ 

手芸・ﾎﾋﾞｰ 

ﾗｲｾﾝｽ所有者・版権元 

飲料 

ﾍﾟｯﾄ関連用品 

ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ資材用品 

絵画・美術品 

酒類 

その他 

未回答 
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