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2016 4/13 水 -15 金  

出展のご案内

東京ビッグサイト 東3ホール
主催：ケルンメッセ株式会社　特別協力：ワイン王国

同時開催展示会



ワイン＆グルメへの参加をお勧めする3つの理由

1 つの主催者がカテゴリー分けをする
のではなく、7 つの専門展示会が同時開
催することで相乗効果が一層上がります！
併催の麺産業展にご来場の高級蕎麦屋の
オーナーがワイン導入を検討する事例も
あり、新たなネットワーク構築にも効果
を発揮します。

会期中に小売店や飲食店の方々向け
の様々なソリューションを提案します。 
場当たり的なマッチングではなく、セミ
ナーや特別プログラムを通して経験と理
論の裏付けに基づいたご提案を来場者
に行い、この流れを出展者様に還元して
いきます。

一般のワインファンは原則として入場制
限の対象です。購買意欲のある業界関係
者へのアプローチを重視し、自社の電話
がけや自社イベントでは招集しきれない
お客様層の獲得をサポートします。また、
海外のバイヤーへのアプローチも行って
参ります。

“専門性の高い”  
総合イベントの強み

ワイン王国による 
強力な支援体制

仕入担当・ 
購買担当比率：72％
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来場者数の推移 ※ 2011年 : 東日本大震災の影響で中止 2015年度併催イベントの出展者数
2015年 来場者数 75,129名（6展合計）

来場者業種来場目的

展示会データと実績

4/15(水)　晴

23,508名
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新規顧客開拓 13.1% 代理店開拓 2.4%
商品開発
26.6%

将来の出展検討のため 6.3%

ワイン＆グルメ	 174 社
ファベックス 326 社
デザート・スイーツ＆ドリンク展 167 社

食品＆飲料 PB・OEM ビジネスフェア 27 社
ハラールマーケットフェア 41 社
食肉産業展 92 社
麺産業展 63 社
合	計	 890 社



国内唯一の
ワイン専門総合見本市

2016 4/13水 -15金　

主催	 ケルンメッセ株式会社
特別協力	 ワイン王国
入場料	 	￥4,000(税込)　
	 ※招待券持参者または事前登録者は無料
入場資格	 業界関係者のみ
同時開催	 	ファベックス、デザート・スイーツ・ベーカリー＆ドリンク展、	

食品&飲料PB･OEMビジネスフェア、食肉産業展、麺産業展（予定）	
ハラールマーケットフェア

10：00〜 17：00　
 東京ビッグサイト 東3ホール

出展対象 酒 類 ■ ワイン　■ 蒸留酒　■ 日本酒　■ 焼酎　■ ビール　■ その他アルコール
食品技術･機器・フードサービス　食品＆飲料類

www.koelnmesse.jp/wgj/ 

出展対象 来場者数
（2015年度・併催6展合計）75,129名 出展者数174社 出展国数日本+21ヵ国

おかげさまで「ワイン＆グルメ ジャパン」は2016年に第7回目を迎える事となりました。ワイン業界、食品業界の関係者の皆様による
ご支援のもと、私どもは回を重ねるごとに確実に規模を拡大し、業界関係者にとって無くてはならない質の高いイベントの構築に注力
して参りました。ご出展者からは「本当に商談が出来る数少ないイベント」「目的が明確な来場者が来てくれる」等の評価、来場者か
らは「スケール感、ラインナップ共に充実しており大変有益」という声を頂くなどプロ向けのイベントとして業界で広く認知されるまで
になりました。主催者と致しましては皆様のご期待に応えるべく、引き続き業界の活性化をモットーに様々なアイデアを投入していきな
がら邁進して参ります。皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。

ワイン＆グルメ運営事務局
2015年8月吉日

新たなビジネスを生み出すパワーを皆様と共有します。
既存のマーケットの活性化はもちろん、 市場を新たに作り出す
ことで、関連市場、外食産業の拡大と更なる充実を目指します。



セミナー開催実績
専門講師、協会、生産者によるセミナー

ワイン醸造の発祥—グルジア
Advisor to Chairman
Girogi Tevzadze 氏
主催 : グルジア国立ワイン庁

ポルトガル産 
スパークリングワインを知る
CEO of Quinta do Ferro
Micaela Fonseca 氏
主催 : Quinta do Ferro

ポルトガルワインの 
ご案内と試飲セミナー
Export Manager
Elisabete A. 氏
主催 : Agri Roncao

ギリシャワインと 
日本のソムリエとの関連性
Chief Wine Maker
Mihalis Boutaris 氏
主催 : Mihalis Boutaris

ドイツワインの 
女王が語る 
The History of  
German Wines
ドイツワインの女王
Janina Huhn 氏
主催 : ドイツワイン基金

南アフリカワインと日本人の嗜好 
South African chef and GM of Asara Wine Estate & Hotel
Pete Gottgens 氏
Market Manager, Wines of South Africa
Michaela Stander 氏
主催 : 南アフリカワイン協会

５ッ星ワイナリー  
「 アマディオ」 
（ 南オーストラリア）
Director of  
Amadio Wines,  
Australia
Danniel Amadio 氏
主催 : Australia Wine Wine Pty Ltd

マスカット・ベリーＡの 
可能性について
スピーカー： 井島 正義 氏
シャトー酒折ワイナリー 製造部部長

進行： 遠藤 誠 氏
日本ワインを愛する会事務局長

1626 年から続く 
歴史あるワイナリーの 
魅力と試飲セミナー
Owner Weingut Fuchs
Hans-Jakob Fuchs 氏
主催 : Weingut Fuchs

伝統的なグルジアワインの魅力
International Sales  
Executive
Ekaterina Javakhia 氏
主催 : Schuchmann Wines Georgia

ビアサービスする人が 
知っておくべき７つのこと
ジャパンビアソムリエ協会 
代表理事
山上 昌弘 氏

季節にあわせた 
ビールと料理のマリアージュ
ジャパンビアソムリエ協会
根岸 絹江 氏

プレミアムビール & 
クラフトビール事情
日本ビアジャーナリスト協会会長 ＆ 
ジャパンビアソムリエ協会特別講師
藤原 ヒロユキ 氏

私が東京にワイナリーを 
作った訳
スピーカー： 越後屋 美和 氏
東京ワイナリー代表

進行： 大滝 恭子 氏
日本ワインを愛する会 事務局次長

グラス、 カトラリーの 
磨き上げからの解放による 
作業効率の改善
株式会社ウィンターハルター　 
営業本部長
尾崎　剛 氏
主催 : 株式会社ウィンターハルター・ジャパン

リーデル、シュピゲラウの 
グラス形状を体感する 
グラステイスティング・ 
セミナー
リーデル／シュピゲラウ　 
チーフ・グラスエデュケイター
庄司 大輔 氏
主催 : RSN JAPAN

コーヒーの 
品質と価格
株式会社ミカフェート  
代表取締役社長
川島 良彰 氏
主催 : 株式会社ミカフェート

主催 : ジャパン・ビアソムリエ協会 主催 : 日本ワインを愛する会



人気ラベル（出展品）がワイン王国誌で紹介される
「ラベル・コンテスト」

香り、味、銘柄、国などワイン選びは様々。ラベルデザインの魅力もワ
インを選ぶ際の基準の一つであることは否定できません。ワイン＆グ
ルメでは出展品の中から登録されたワインボトルを対象に、「ラベル・
コンテスト」を開催しています。人気投票の結果は会期後にワイン王国
誌上でも掲載されます。ブランドの知名度向上にも寄与する参加価値
があるプログラムです。

ワイン王国ブースセミナー
「プレミアムワインカテゴリーを導入して
顧客集客アップ＆収益アップをはかる」
国内のワイン市場を見ると低価格ゾーンが圧倒的な位置（8割）を占めているのが
分かります。ワインのクオリティーやワインの多様性から総合的に考えると、低
価格帯だけの品ぞろえでは、ワイン本来の魅力や価値を十分に提供することは
難しいでしょう。ワイン＆グルメ2015では「プレミアムワインカテゴリー」を訴求
し、集客アップと収益アップを図るコツについて講演を行いました。

業界関係者のための 
ワインビジネス・プラットフォーム
「ナイト・オブ・ワインズ」

特別プロジェクト
主催者主導で推進する市場創造・マッチングプロジェクト

ケ ル ン メ ッ セ ×

2015年度「ラベルコンテスト」結果

今のワイントレンドがまるわかり！ワイン本来の魅力やワインの多様性が表現できる“ちょ
いプレ”（ちょっとだけプレミアムなワイン）カテゴリーをアピールし、顧客集客アップと収益
アップを提案！今ホットな4名のパネリストによる熱いトークが繰り広げられ、100名を超
えるインポーターやホテル関係者が参加しました。

パネルディスカッションの後は、国内の業界関係者や海外ワイ
ナリーが参加する交流会が行われ、東京湾を一望する会場で
は情報交換や商談が活発に行われていました。

第一部：カリスマ経営者によるパネルディスカッション 第二部：ネットワーキング＆ディナー

2015年度パネリスト紹介
遠藤 誠氏

「遠藤利三郎商店」、「神泉遠藤利三郎商店」、 
「角打ワイン利三郎」オーナー

藤森 真氏
「VINOSITY」、「VINOSITY magis」、 
「VINOSITY maxime」オーナー

中島 大輔氏
株式会社ワルツ マルゴグループ   
丸の内エリアマネージャー

丸山 宏人氏
オザミワールド株式会社 代表取締役

ワイントレンドを予測するディスカッションを開催

1位
ツインズ・ワインセラー
『ツインズ・ワイン』
（生産国：ジョージア）

2位
ザーゴ・アグリコーラ  
S.S.A.
『ザーゴ・プロセッコ 
ミレジメ・ブリュット 
2013年』

（生産国：イタリア／ヴェネト州）

3位
カンティーヌ・ルッソ
『クラスィ 2007年』
（生産国： イタリア／ 
シチリア州）

▲ ｢遠藤利三郎商店」オーナー 遠藤 誠 氏
▶ ｢VINOSITY」「VINOSITY magis」 
 「VINOSITY maxime」オーナー　藤森 真 氏

講	師

※2015年度実績



出展申込書（1.10）に必要事項をご記入の上、下記事務局までご提出ください。

ワイン＆グルメ運営事務局（ケルンメッセ株式会社内）
〒150-0013　東京都渋谷区恵比寿1-13-6　恵比寿ISビル5階
出展申込書の 
送信先 FAX: 03-5793-7771
出展及び
運営に関する
お問い合わせ TEL: 03-5793-7770
申込み締め切り日 2015年12月25日（金）

※ 締め切り日前でも予定の小間数になり次第、募集を締め切りますのでお早めにお申し込み 
ください。

※ 出展内容が本展の趣旨にそぐわないと判断した場合、主催者は申し込みの受付を保留、 
またはお断りする場合があります。

ワイン＆グルメ運営事務局（ケルンメッセ株式会社内）
〒150-0013　東京都渋谷区恵比寿1-13-6　恵比寿ISビル5階　TEL: 03-5793-7770　FAX: 03-5793-7771 

シェルブース 60,000円（税別）スタンダードパッケージ 125,000円（税別）ワインパッケージ 140,000円（税別）

出展料金の
ご案内

開催までの
スケジュールと
出展準備の流れ

出展申込み
方法

● 上記内容は予告なしに変更される場合があります。 ● パッケージの付属備品のうち、不要な什器・設備が生じ使用されなかった場合でも、料金の変更はできません。 ● また、パッケージの付属備品を他の什器・設備と 
交換することはできません。 ● 備品、電気設備などの追加注文は指定施工業者にて受付しております。ご利用の際は、出展者マニュアルの申込み用紙にご記入の上、指定の締切日までにお願いいたします。

■	出展料金のお支払い方法
事務局が申込書記載内容を確認の後、請求書を発送いたします。
支払期限までに指定口座にお振込みください。（振込手数料は申込者のご負担となります。）

 お振込口座： みずほ銀行　神谷町支店　ケルンメッセ株式会社
  普通預金口座番号 １０７３１３８

	 支払い期限	 2016年1月29日（金）
■	出展の取り消し

出展者の都合によ
り、出展の取り消し･
解約があった場合は
下記の要領でキャン
セル料をお支払いい
ただきます。

出展スペース使用料金 ●1小間9m2（3m x 3m）300,000円（税別） ※スペース渡しとなります。

施工プラン（オプション）※ご出展の際は必ずブースの設営を行って頂きます。任意の施工会社をご指定頂くことも可能です。

•	出展スペース使用料	※ブース施工（システムパネル・カーペット・社名板等）は含みません。
•	公式ウェブサイトへの出展者基本情報掲載費
•	主催事務局による企画運営･安全管理･施設警備費
•	広報告知費（招待券、ポスター、会場案内図、関連媒体での告知宣伝費）
•	来場動員プロモーション費（併催イベントの企画制作やDM発送等）

8月初旬 12月25日（金） 1月29日（金） 2月中旬 2月中旬～下旬 4月11日･12日 4月13日～15日
募 集 開 始 出展申込締切り 出展料金の最終 

支払い期限
出展者配布用 
招待券の送付

各種申請書類 
提出期限

施工・搬入・設営 ワイン＆グルメ会期
申込期間

ブース施工料金
1小間9m2（3m x 3m）

備品比較表 シェルブース スタンダードパッケージ ワインパッケージ
サイズ 1小間（9m2） 2小間（18m2） 1小間（9m2） 2小間（18m2） 1小間（9m2） 2小間（18m2）

カーペット 出展ブース全体 出展ブース全体 出展ブース全体
システムパネル (黒、H2.7m) 隣接ブースとの仕切り 隣接ブースとの仕切り 隣接ブースとの仕切り
パラペット　会社名（日/英） 通路側 通路側 通路側
ブース内清掃 込み 込み 込み
インフォメーションカウンター

（W1500xD600xH930mm） — — ❶ ❶ ❶ ❶
カウンター用椅子 — — ❶ ❶ ❶ ❶
商談用テーブル （H650x直径750mm） — — ❶ ❶ ❶ ❶
商談用椅子 — — ❸ ❸ ❸ ❸
棚 （W985ｘD300mm） — — ❸ ❻ ❸ ❻
ゴミ箱 — — ❶ ❶ ❶ ❶
スポットライト100W — — ❸ ❻ ❸ ❻
コンセント100V/700W — — ❶ ❷ ❶ ❷
ワイン・キット(スピットx1、ワインクーラーx1、
レンタルワイングラスx1ラック【16個】) — — — — ❶ ❷

出展申込受理日から2015年12月25日まで
スペース料金の25%

2015年12月26日以降
スペース料金の100%

※ ただし、スペースが他の出展者によって使われた場合は出展料の
25%。締め切り日を過ぎた後に小間数を減らした場合も同様です。

2016年

出展スペース使用料金に
含まれるサービス

お問い合わせ・お申込み先

● レンタルワイングラス 
〈1ラック16個入り（洗浄込み）〉 

 15,000円（税込）／会期
● 氷 

〈専用ケースご利用で会期中使用無制限〉 
  5,000円（税込）／会期

有料サービス
A  植栽（中） 4,500円（税別）
B   ガラスディスプレイ 

W450ｘD450ｘH1320ｍｍ 
 7,500円（税別）

C   カタログスタンド H1250mm 
 5,000円（税別）

■	主な備品 A B C 備品を追加した角小間のパース（例）


