
＝ Yes ＝ No ＝ 無回答＝ 非常に良い ＝ 良い ＝ 普通 ＝ その他

商談の機会

既存顧客との商談

成約･商談･フォローへの期待

48%45%
7%

50%40%
3%

66%28%

来場者数について

新規顧客との商談

併催展による客層拡大への期待

41%31%
16%12%

48% 45%
7%

71%
16%13%3% 3%

来場者の質について

新商品の投入

併催展の来場者は顧客になり得る

47%41%
9%

46%47%
7%

63% 30%
7%

3%

出展効果について

マーケットリサーチについて

55%36%

6%

28% 65%
7%

3%
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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 2016年度併催イベントの出展者数

2016年 来場者数 75,845名（6展合計）

来場者業種 来場者購買決定権来場目的

展示会データと実績

ワインリスト パネルディスカッションの開催

4/13(水) 雨のち曇り

23,316名

4/14(木) 曇り

24,971名

4/15(金) 晴れ

27,558名

来場者アンケート（2016）

出展者アンケート（2016）

新しい商材を探しに

業界動向・情報の収集

新規取引の開拓

既存取引先との
商談

セミナー聴講 その他

34%

30%

19%

8%
8%

1%

外食

商社･卸･問屋

小売

メーカー

官公庁･団体
その他

37.7%

29.0%

13.7%

5.4%
2.9% 11.4%

決定の権限を
もっている

決定について
影響力を持っている

関与しない

41%

40%

19%

ワイン＆グルメ	 173 社
ファベックス 328 社
デザート・スイーツ＆ドリンク展 185 社

食品＆飲料 OEM マッチング EXPO 14 社
ハラールマーケットフェア 46 社
食肉産業展 97 社
麺産業展 65 社
合	計	 908 社

日本市場未入荷ワインを含め、出展者の方々か
ら選りすぐりのワインを合計687種をご登録頂き
リストを公開致しました。ワインリストはご来場頂
いた外食、商社、小売、輸入元の購買担当者に
ご活用頂いております。

「The Night of Wines」と題し、2015年に引き続きワイン＆グルメ展
の一環として開催されたパネルディスカッション。気鋭のソムリエ･パネ
リストがその年のワイントレンドについて熱いトークを繰り広げました。

ワイン＆グルメ開催実績

本多 康志氏
「レストラン ファロ資生堂」 
シェフソムリエ

藤森 真氏
㈱シャルパンテ代表取締役

阿部 誠氏
銀座「Salon de Champagne Vionys」、 
馬喰町「東京ぶどう酒店」 
オーナーソムリエ

飛田 泰秀氏
「銀座小十」 支配人兼ソムリエ

2016年度パネリスト紹介



セミナー開催実績

グルジア、ブルガリアなど、普段は触れることのできな
いワインを試飲できた。想像よりとても美味しく、これか
らワインリスト改変の時に参考にしたいと思う。
 （ワインバー）

ブースが出ているだけでは他の試飲会も同じ。ワイン＆
グルメでは、ワイン王国ブースやセミナー会場での講義
が聞ける。敷居が高くなく入りやすい。また内容も分か
り易く、終了後の質問にもすべて快く解答してくれたの
が嬉しかった。  （鮨屋）

 色々な国の色々なワインを知ることができた。弊社はフ
レンチだがフランスワイン以外にも、ワインリストの生産
国を広げても良いと思ったし、会場で試飲したワインを
今後、自社リストの参考にしたいと思った。 （フレンチ）

 今まで日本酒が中心の取り扱いだったが、なんとなく 
ワインブースに来てみた。セミナーを聞いて、まだ手探
り状態だが、ワインが面白いと思った。今後、仕入れる
ことを検討したいと思う。  （割烹）

東欧のワインなど、興味深い商品を見つけることもでき
たし、収穫の大きかったイベントだった。  （バル）

 日本ワインのイメージが変わった！今まで試飲する機会す
らなかなか無く、飲まず嫌いだった。今回、日本ワイン
が出品されていたので、乗り気では無かったが飲んで…
びっくり。このような美味しい日本ワインがあることを、
うちのお客さんにもぜひ知ってほしい。 （焼鳥屋）

ポルトガルのヴィーニョ・ヴェルデ、ギリシャ、ジョージア
のワインなど、初めて口に出来、良い機会だった。未知
の国のワインだったが、想像以上に飲みやすく、当社の
メニューにも合わせたいと思う。実際、良い赤ワインを
見つけることができた。  （ステーキハウス）

来場者の声

主催： ワイン王国
『 コレを選べば間違いなし！ 究極のワイン＆フードマッチング』
講師： 「 VINOSITY」「 VINOSITY magis」「 VINOSITY maxime」 オーナー 藤森 真 氏 

銀座「Salon de Champagne」、馬喰町「東京ぶどう酒店」オーナーソムリエ 阿部 誠 氏

主催： 日本ワインを愛する会
『 日本ワインの今、 そしてこれから』
講師： 日本ワインを愛する会 事務局長 大滝 恭子 氏

『 北信州でのぶどうつくり、 ワインつくり』
講師： スピーカー： 楠わいなりー代表 楠 茂幸 氏
進行：日本ワインを愛する会 事務局長 大滝 恭子 氏

主催： ドイツ・ワインインスティトゥート（DWI）
『 ドイツワインセミナー - Perfect wine pairing』
『 ドイツワインセミナー シュペートブルグンダー：ドイツの赤い星』
講師： German Wine Princess 2016 Ms. Caroline Guthier

主催： ジョージア国立ワイン庁
『 ワイン醸造の発祥 － ジョージア』
講師： Mr. Girogi Tevzadze, Advisor to Chairman

出展者等によるセミナー実績の紹介
主催： ACOSTA

『 ポルトガル産ワインを知る』
講師：  CEO of Quinta do Pinto Ms. Rita Pinto / CEO of Sociedade 

Agricola de Pias Mr. Luis Felipe
『 ポルトガルワインセミナー　Pure Expresion of Terroir - Alentejo 
Region / The nobility and Character of the Dão Region』
講師：  Director of Herdade do Muchao Mr. David Ferreira / Owner 

of Julia Kemper Wines Ms. Julia Kemper

主催： ヴィーニョ・ヴェルデ
『 ヴィーニョ・ヴェルデ ポルトガルの輝く星』
『 モダンなヴィーニョ・ヴェルデ』
講師： ベイシス・ワインスカラ主宰 石井 もと子 氏

主催： タイ国大使館商務参事官事務所
『 The Joy of Thai Wine / 新緯度帯ワイン / PB バレーカオヤイ 
ワイナリー カオヤイワイン発祥の地』
講師：  商務公使参事官 チャナンヤ・ガモンヤブット 氏 / 株式会社池光エンタープライズ
畠山 礼 氏 / ピーケイサイアム有限会社 本橋 正道 氏

主催： 南アフリカワイン協会（WOSA）
『 南アフリカワインセミナ Where Yesterday Meets Tomorrow』
講師： South African Top Sommelier Mr. Neil Grant

主催： RSN Japan
『 ワイングラスと冷茶の相性、 シュピゲラウのスタウトグラスを知る』
講師： 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： ジャパンビアソムリエ協会
『 日本・世界のビール事情＆飲食店向け多様なビール導入のすすめ』
講師：  日本ビアジャーナリスト協会代表 / ビール王国編集主幹 藤原 ヒロユキ 氏

『 ビールを飲みながら食べるフードと、食べながら飲むビールの TPO を知る』
講師： ジャパンビアソムリエ協会専任講師 根岸 絹恵 氏

『 販促につなげる！ビールをシンプルに理解するビアスタイル基本』
講師： ジャパンビアソムリエ協会代表 山上 昌弘 氏

主催： 株式会社ミカフェート
『 コーヒーセミナー』
講師： 株式会社ミカフェート 代表取締役社長 川島 良彰 氏

3位
『スリース・カンパニー 2012年』
 オーストラリア バロッサ・ヴァレー／ 
 ランバート・エステイト・ワイン

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＆グルメ2016ではワイン王国による恒例の「特別講座」が開講し、2名
の講師による外食産業向け、小売店向けの「顧客集客アップ＆収益アップ」 
セミナーが開催され多数の参加者で賑わいを見せました。このコーナーでは
ワインとフードのマリアージュのみならず、出展企業の商材を来場している購
買担当者へご紹介する機会を設けており、様々なご提案を通してビジネス
マッチングも行っております。

人気ラベルがワイン王国誌で紹介 営業ツールとしても使えます！
「ジャケ買い」 だってアリ！！
「ラベル・コンテスト」

ワイン王国特別企画

1位
『ホワイト・ソウル  2015年』
ギリシャ ドメーヌ・ポルト・カラス

2位
『キャット・ブランコ 
 2013年』
スペイン リオハ／ 
マンサノスワイン


