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シビアな数字が具現化した日本市場

「今のままではいけない時代」は、 
　勝敗が分かれる大きな転換期！

業界全体に大規模な構造改革が求められる厳しい時代は、しかし大きく勇躍し得るチャンスも秘
めています。この機会を逃さずに改革を行い、旧態依然とした閉塞状態から脱却すれば、新たな
ワイン業界の展望を拓く先駆けとなり得るからです。そのためには、「消費者が求めているワイン」
や「売れるワイン」などのニーズを正確に把握すると同時に、ワインに対する消費意欲を喚起してい
く必要もあります。ワイン＆グルメは、市場のニーズを詳細に分析し、今、日本市場が求めるワイン
の品質とスタイルを明確に提示します。同時に、世界のワインビジネスの最新の動向を紹介し、
新たなビジネスマッチングのムーブメントを開拓します。

流通全体を俯瞰し、 
　新たな『オペレーション』に即対応を！

インターネット、SNSなどの普及により、従来どおりの販売方法では勝ち抜くことが難しくなって
きている小売店や飲食店では「構造改革」が求められています。ワイン＆グルメでは、ワインリスト
及び提供価格の提案、ワインペアリング提案、時代に即したオペレーションの新たな「カタチ」を提
案します。ワイン生産者・輸入者にとっては、エンドユーザーと接する外食・小売業の業界関係者
との連携が更に重要となります。ワイン＆グルメは様々なプログラムとコミュニケーションを通して
この連携（商談・販促活動・企画提案）の強化を目指します。

新たな『顧客層』にも照準を！
今日までの顧客が明日も存続するかは未知数です。一方で、比較的手付かずだった潜在的な顧

客層は今後の大きな伸びしろでもあります。その筆頭に挙げられるのが、シニア層と訪日外国人観
光客です。シニア層は少子高齢化の日本において確実に増大するマーケット対象です。また、2016
年の訪日外国人推計値は約2404万人、消費額はおよそ3兆7476億円で、いずれも過去最高を記
録しています。2020年の東京オリンピック・パラリンピックを控え、政府主導のインバウンド拡大に
より、今後、外国人観光客は更に増えることが見込まれています。シニア層、訪日外国人が好む 
日本食業態へのワイン導入のアシストはもちろん、ワイン＆グルメは、対応マニュアルの作成など、
新顧客層への対応もフォローします。

2016年酒類課税表（国税庁）によると、ウイスキーや低アルコール飲料等の一部を除き、アルコール類の流通は
前年割れ。ワインもその例に漏れず、2007年のリーマンショック以来９年ぶりの前年割れとなりました。これまで、
数字の上では右肩上がりだったワイン業界にも『厳しい時代』が到来したという見方もあります。

国内唯一のワイン専門総合見本市
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展示会データと実績

出展者アンケート
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77,470名
（7展合計）

来年も 
来場されますか？

来場を他の人にも 
お勧めしますか？

来場者購買決定・ 
関与比率

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。

「ラベル・コンテスト」

ワイン＆グルメ開催実績

1 2 3

※ 2011年 : 東日本大震災の影響で中止 ※ 2011年 : 東日本大震災の影響で中止

新しい商材を探しに

業界動向・情報の収集
新規顧客の開拓

既存顧客との商談
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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！！
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The winners of the Wine & Gourmet Japan 2017 Label Contest
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ワイン＆グルメ2017ではワイン王国による恒例の「顧客倍増講座」が開講し、
3名のソムリエ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」パネルディスカッションが開催され多数の参加者で賑わいを 
見せました。

旬の食材を生かし、だしの旨味や多彩な薬味、
調味料を用いる和食。改めて和食独特の食文化
の世界をひも解くとともに、 ワインの多様性など
多角的な方面から和食との相性を探る体験型 
セミナー。また、世界的な和食人気が高まる中、
最近のトレンドとして和の食材を取り入れた 
フレンチやイタリアンも増えてきており、本セミ
ナーでは、食ジャンルにこだわらず「和の食材」と

「世界のワイン」の相性に焦点を当てました。

ワインを生産から消費に至るまでを包括的に捉えて、お客様のニーズを正確に掘り起こすこ
とを目的としたインポーター、輸入商社、流通業者向けのセミナー。国内市場未入荷 
ワインの紹介があり、多様なワインとその品質を見極める5つのポイントが習得できる 
プログラムが行われました。海外生産者との活発な意見交換も行われました。

ワイン王国 ･ パネルディスカッション ワイン王国ブース内セミナー
顧客集客アップのためのワイン術 和の食材とワイン

「5 ファクターズ」で探る、ワインのスタイル
ワインビジネスを成功に導く特別マッチングセミナー

ワイン王国特別企画

主催者セミナー

飛田 泰秀氏
日本料理店

「乃木坂 しん」支配人

森上 久生氏
国際ソムリエ協会 
認定ソムリエ

セミナー開催実績

来場者の声

出展者セミナー（20講座開催)

シュピゲラウのアメリカンウィート
グラスとリーデルのデカンタを識る
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

ワイン醸造の発祥—ジョージア
The Head of Marketing and 
PR Department

Irakli Cholobargia 氏

ポルトガルワインセミナー
Winemaker and CEO of 
Sociedade Agricola Ervideira 

Duarte Leal 氏

バルサミコの種類と特徴原点から
製造法、使い方まで
Sales and Marketing 
Manager

Sofia Malagoli 氏

ポルトガルワインセミナー
Director of Herdade do Mouchao

David Marques Ferreira 氏
Partner of Lusovini

Pedro Dourado 氏

日本のワイン市場と
新しい表示ルール
明治学院大学・法学部教授

蛯原 健介 氏

スペインワインセミナー
General Manager (CEO) 

Montserrat Alonso 氏

ブルガリアワインセミナー
Representative of 
Bulgarian Wine  
Export Association

Nikolay Bozhkov 氏

ビールの売り上げをアップ
させる料理＆スイーツ
フードコーディネーター 
ジャパンビアソムリエ協会理事

根岸 絹恵 氏

ギリシャオリーブオイルセミナー
Food Market Specialist, Manager 
of Made in Greece Cluster, CEO 
of OECON Group

Lina Tsaltampasi 氏

グラス、 カトラリーの磨き上げから
解放による作業効率改善
ウィンターハルター･ジャパン 
代表取締役

尾崎 剛 氏

ヴィーニョ・ヴェルデ　
その味わいと品種の多様性
Wine Journalist and wine  
marketing specialist

石井 もと子 氏

対象：輸入元、 購買仕入れ担当者、 輸入商社・卸、 流通業者

対象：外食産業に携わる方、 関連知識を習得されたい方

髙山 宗東氏 
近世史研究家
歴史考証家
ワインコラムニスト

雑誌や専門誌にてワインコラム等を執筆。 
歴史、ワインなどの講演活動も多数手がける。

冨永 純子氏 
ワイン＆チーズ 
エデュケーター
WSET®認定  
Level4 Diploma
JSA認定 シニアソムリエ
NPO法人 チーズプロフェッショナル協会理事
Jプレゼンスアカデミーにて講師を務める。 
ワインセミナーなどの実績も多い。

藤森 真氏 
株式会社 シャルパンテ 代表取締役

田辺 公一氏 
ワインディレクター

飛田 泰秀氏 
日本料理店 「 乃木坂 しん」支配人

印象に残ったのはフランスとチリ。うちはグラスワイン
がメインなので、コスパを考えてすぐにでも新ライン�
ナップ構成を考えようと思います。スイスワインは価格
が高めですがお客さんに受けそうな味だったので導入を
検討することにしました。

（ワインバー） 店舗でオンリストしているのは殆どが白。印象に残った
のは、チリとスペインの赤ワイン。煮付けや照り焼き
にも合いそうで、タイプ別分類表上でもマッチすると�
思い出展企業の方と話を進めています。

（魚料理専門店）

試飲をしてドイツワインと日本ワインに興味を持ち、�
商談をしました。是非ともワインの生産現場にも足を
運んでお客さんに勧める時の参考にしたいと思う。

（日本料理レストラン）

ロゼワインのラインナップを強化したくて来場しました。
お客さんに勧めるメニュー開発にも力を入れたい。

（ワインバー）

今、ワインを5種取り扱っているが、ワインの選び方が�
分からず出入りしている卸屋さんのお勧めに従っていま
した。セミナーに参加し、ワイン選びのヒントが掴めまし
た。商材探しにも力を入れたいです。

（居酒屋）

30種類以上の鍋を揃えていて最近ワインの注文が増え
てきている。�会場でヴィーニョ･ヴェルデの白とロゼに�
出会い、今後のラインナップに入れたいと思いました。

(鍋専門店)



セミナールーム ワイン王国
特別企画エリア 企画エリア

国内企業ビジネスゾーン

日本未入荷ワイン商談ゾーン
（海外パビリオン等）

ワインビジネスを経営の見地から見直し、生産、流通、小売からサービスに至るまで、ワイン流通のプロセスを包括的に、 
そして理論的に捉えていきます。当ビジネスゾーンは、業界の方々に活用して頂けるノウハウを提供しながら、サプライヤー
とバイヤーを有機的にマッチングしていくことを目指します。会場内特設企画エリアでは、外食産業や小売業の購買担当者向
けのプロフェッショナルセミナーを行います。また、セミナー内における出展ワインの紹介やワイン王国誌による取材・編集 
タイアップ（PR広告）もオプションとしてご活用頂けます。

ワイン＆グルメの特徴

ご出展ブース内、自社セミナー開催でも必要備品がすべて揃います！

会場プランニング図（予定）
〔東京ビッグサイト　東ホール 3〕

東ホール 3
入口

ワイングラス、氷、クーラー、スピトゥーンなど、ワイン商談会に欠かせないアイテムがすべて揃います。また、独自のセミナー開催（先着順）も可能で、 
テイスティングセミナーに欠かせないワイングラス、サービングスタッフを始め、音響設備、スクリーン等が追加料金無しでご利用頂けます。
※詳細はパッケージブース付属備品の一覧をご参照ください。

ワイン＆グルメにワインパッケージにてご出展頂いた企業様限定で、特設ページ1/6広告枠を特別価格にて
提供致します。ご希望の場合は、「ワイン王国誌・編集タイアップ／特別PR広告記事」へお申込み頂きます。
会期中の取材と併せて会期後に掲載されますので、出展効果が持続するメリットがございます。

特別価格にてご案内：ワイン王国誌「記事広告オプション」

ワイン王国がプロデュースする
「国内企業ビジネスゾーン」へご出展ください！

更に効果的になったターゲット来場者へのアプローチ戦略

業務用ワインを扱うホテル・レストラン・ワインバーを対象とした専門 
セミナーを開催し、外食産業をターゲットとする出展企業と外食産業の
購買担当者との有機的なマッチングを促進します。

仕入・購買関与比率82％
来場者の8割以上が購買に関与する方々で、 
ワイン愛好家が中心の通常の試飲会とは異な
り商談が快適に行える環境が整っています。当
イベントはワインビジネスに特化した環境を提
供しています。

食品業界で専門性の
高いイベントとの併催
同時開催している食品関連の展示会はどれも
専門性が非常に高く「食肉」「麺」「デザート」等、
各業界のスペシャリストやバイヤーが来場して
います。ワインの新規取り扱いに関心を持つ
方々が増加傾向にあり、ワインやグルメ食品の
販促活動にも大変有意義です。

ワイン登録数 
国内外から1,298種！
2017年開催時には1,298種に及ぶワイン
の登録があり、セミナーや企画ブース、 
ワインリスト等でご紹介致
しました。

€
$¥

併催食品展示会　

外食業界へのアプローチ 小売業界へのアプローチ

小売業界の購買担当者へ向けて、効果的な販促方法や陳列改善、 
ワインの取扱い方法まで、世界基準のワインビジネスのノウハウを提供。
小売向けワインを取り扱う出展企業とのマッチングを推進します。

百貨店・スーパー・酒販店・CVSホテル・レストラン・ワインバー



出展申込み方法　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

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 

9月上旬
募集開始 ▶ 10月20日（金）

第1次締切 ▶ 12月22日（金）
最終締切 ▶ 2018年1月31日（水）

出展料金の最終支払い期限 ▶ 2月中旬
出展者配布用招待券の送付 ▶ 2月中旬～下旬 

各種申請書類提出期限 ▶ 4月9日･10日
施工・搬入・設営 ▶ 4月11日～ 13日

ワイン＆グルメ会期

開催までのスケジュールと出展準備の流れ

450,000�円（税別） ワインパッケージ付属備品を含む

150,000�円（税別） 
ワインパッケージ付属備品を含む

お問い合わせ・お申込み先

出展料金のご案内 

◆  商談パッケージブース（スペース + 施工・装飾・備品）

◆ 低予算応援パッケージブース

◆ 「スペースのみ」での参加　1小間（9m2）300,000円（税別）
※ 最小面積9m2（3m x 3m）～　※更地での提供となります。　※ 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が可能です。

 出展スペース使用料金に含まれるサービス（全プラン共通）
• 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）　

ワインパッケージ

ワインパッケージ

ワインパッケージ

270,000�円  
（税別） 

スタンダードパッケージ付属備品を含む

430,000�円  
（税別） 

スタンダードパッケージ付属備品を含む

120,000�円（税別） 
ミニブース付属備品を含む

360,000�円  
（税別） 

シェルブース施工のみ

● 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。

9 m2 プラン　【1小間：3m x 3m】

6 m2 プラン　【1小間：間口3m x 奥行2m】

3m2 ミニブース　【1小間：間口2m x 奥行1.5m】

300,000�円
（税別）

ワインパッケージ付属備品を含む

※ 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。

ワイン王国誌1/6サイズ
「ワイン王国誌・編集タイアップ／ 

特別PR記事広告」 
商品をPRでき、展示会後の掲載で 

出展効果が持続！
◆ ワイン王国が会期中に出展ブースを取材
◆  編集タイアップ（記事広告を作成）・写真等を提供
◆ 会期後の特集ページにてPR記事広告が掲載
※�ワインパッケージにてご出展頂き企業様のみの特別限定価格となります。
※�その他のパッケージでご出展の場合は70,000円（税別）となります。

■ 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　2018 年 1 月 31 日（水）
■ 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。

出展申込受理日から2017年12月22日まで スペース料金の25% 2017年12月23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。

申込み締め切り日　2017年12月22日（金）

スタンダードパッケージ

スタンダードパッケージ

スタンダードパッケージ

シェルブース
A

B

C

「ワイン王国誌・
編集タイアップ/
特別PR記事広告」
オプション対象

「ワイン王国誌・
編集タイアップ/
特別PR記事広告」
オプション対象

「ワイン王国誌・
編集タイアップ/
特別PR記事広告」
オプション対象

大型展示会でありながら、低予算出展を応援する「ミニブース・パッケージ」をご用意しております。
•��ミニブース・パッケージではブースの位置指定はできません。予めご了承ください。

施工・装飾・備品の仕様

ワインパッケージ付属備品 ※全ワインパッケージ共通
※2小間ブースの場合は、各備品の個数が2倍になります
⃝レンタルワイングラス〈1ラック16個入り（洗浄込み）〉�×1
⃝ワインクーラー�･････････････････････････････ ×1
⃝氷〈専用ケースご利用で会期中使用無制限〉
⃝スピトゥーン�･･････････････････････････････････ 1

⃝木工システム（�白/H2400mm）････････････････ ×1
⃝社名板�････････････････････････････････････ ×1
⃝パンチカーペット

⃝受付カウンター（W1500xD450xH1000mm）�･･･×1
⃝パイプ椅子�･････････････････････････････････ ×1
⃝ブース内清掃込み

主な追加オプション備品
⃝レンタルワイングラス〈1ラック16個入り（洗浄込み）〉�
� �････････････････････20,000円（税別）/会期
⃝氷〈専用ケースご利用で会期中使用無制限〉�
� �･････････････････････ 5,000円（税別）/会期
⃝水平棚（W970xD400mm）�
� �･････････････････････ 3,000円（税別）

ワイン王国・特別広告オプション 
通常価格 80,000円（税別）

ミニブース 
施工・備品

40,000円（税別）！！

スタンダードパッケージ付属備品 ※(�)内は6m2プラン
※2小間ブースの場合は、各備品の個数が2倍になります
⃝受付カウンター（W1500xD450xH1000mm）�･･ ×1
⃝カウンター用椅子�･･･････････････････････････ ×1
⃝商談用テーブル�（H650x直径600mm）�･････････ ×1
⃝商談用椅子�････････････････････････････････ ×3
⃝水平棚（W970xD400mm）�･･･････････････×3（2）
⃝ゴミ箱�････････････････････････････････････ ×1
⃝スポットライト�･･･････････････････････････×3（2）
⃝コンセント100V/700W�･････････････････････ ×1

シェルブース施工
⃝パンチカーペット：出展ブース全体　
⃝木工システム （白/H2400mm）：隣接ブースとの仕切り
⃝パラペット 会社名（日/英）：通路側　
⃝ブース内清掃込み


