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新規顧客開発メソッドを提案する､ 企画・提案型展示会

since 1924
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2022麺産業展 / ISM Japan 2022 

出展のご案内
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業界関係者が感じる逆風
　◆ 客単価の低下　◆ 売上の伸び悩み　◆ 日々の業務のみに追われる　

 ◆ マンネリ化した試飲会　◆ 競合他社の増加　◆ ボトムレンジから脱却できない
　　　◆ 人口の減少　◆ 高齢化問題　◆ 異業態が取り込めない　等々

COVID-19の世界的な感染拡大により、国内外で経済活動に大きな支障が生じています。特に旅行業、外食産業を中心に
その影響は計り知れず、先が見えないことへの根強い不安が残っています。経済回復への切り札はどこにあるのか。ニューノー
マルでの消費傾向をつかむのは容易ではありません。インターネットやソーシャルメディア上では、大量の情報が氾濫する中で
インフォデミックが多発し、本来便利なはずのツールによって情報過多に陥り、不正確な情報による「被害」も増えています。

一方で、世界的なパンデミックにより、社会インフラや特にサービス業におけるデジタル化が10年早まると言われています。
この社会的情勢の変化は人々の消費行動を明らかに変えており、小売業界においては海外で先行していたECへのシフトでも、
国内小売大手が注力し始め、定着の兆しも見えつつあります。

フォーマットが画一化され、競合他社との差別化がますます困難となる今、需要があるところに適切な商品を適切なタイミン
グで供給していくには、デジタルによる情報収集と、的を射た企業・商品情報の発信が必要となります。またマーケットの「生
の声」に直に耳を傾け、人間本来の絆と信頼関係構築の場が必要です。ワイン＆グルメはそうした要素を、年に1度の集大成
として皆様に活用して頂きたいと願っています。

すべては、 商品を介した、 人と人との新しい出会いから。
『ワイン王国』誌との協力により、さまざまな併催プログラムを通して、 商品 PR のお手伝いを致します。

ワイン＆グルメは人と人のつながりを大切にしています。

皆様のビジネスの更なる発展へ皆様のビジネスの更なる発展へ

ワイン＆グルメは、 皆様の新たなビジネスチャンスを創造します！

デジタル化による情報疲労をリセットする、
リアル展示会の重要性

国 内 唯 一 の ワ イ ン 専 門 総 合 見 本 市



その他：8%官公庁 ･ 団体：3%

メーカー：5%
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展示会データと実績

出展者アンケート

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 来場目的満足度

ワイン＆グルメ 開催実績

※ 2021年は青海展示棟で6展合同開催

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

セミナー聴講

その他

来場目的
来場者アンケート

（複数回答）
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商談の機会 来場者数 来場者の質

購買決定に関与 非常に満足/
満足

新規顧客との
商談の場として

既存顧客との
商談の場として

新商品の投入の
場として

マーケティングの
場として

自社の出展に 
対する総合評価

100 100 %% 99 99 %%

来場する/
来場予定 勧める

 ワイン＆グルメ単体出展者数   �併催展合計出展者数
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出展者数の推移 来場者数の推移 来場者の業種

日本+6ヵ国 併催6展合計 467社 ワイン＆グルメ ジャパン2021 69 社ワイン＆グルメ ジャパン2021

78,024名

2019年 来場者数

26,457名

2021年 来場者数

（併催展合計）（併催展合計）
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外食：
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商社･卸･問屋：
35%

小売：
31%

※2011年:東日本大震災の影響で中止　※2019年:会場移設のため縮小開催
※2020年:新型コロナウイルスの影響で中止
※2021年:新型コロナウイルスの影響で縮小開催

※2011年:東日本大震災の影響で中止　※2020年:新型コロナウイルスの影響で中止

第24回
ファベックス

207 社

第18回デザート・
スイーツ＆ベーカリー展

88 社

プレミアムフード
ショー 2021

62 社

第9回食品＆飲料
OEMマッチングEXPO

5 社

2021
麺産業展

36 社



2  食品業界で 
専門性の高いイベントとの併催

合同開催の展示会はどれも専門性
が非常に高く「麺」「デザート」等、各
業界のスペシャリストや購買担当者
が来場しています。異業態でもワ
インの新規取り扱への関心が高まっ
ており、同時開催の相乗効果を期待
できます。

ワイン＆グルメの基本方針

ワイン＆グルメの特徴

その3 
発想の転換 － 
新しいカテゴライズの創出
品種や国、価格帯にとらわれたカテゴライズ
から離れ、まったく新しいワインのジャンルを
創出します。これによって、まずは価格に
フォーカスしがちな日本市場に刺激を与えて
コリをほぐし、真のプレミアムワインに光が
当たる状態をつくります。そして、日本ではま
だ知られざるワイン産地の日本未輸入ワイン
を含め、いわゆる人気産地のワインだけでは
ない多様なワインの紹介にも努めます。

その2 
食の楽しみ方を創出
日本食とワインのマッチングの紹介によって、
“日本食といえば日本酒”という固定概念を
打ち破る、新たな日本での食の楽しみ方を創
出します。日本料理店、和食飲食店、居酒屋
などの飲食ジャンルのワインの需要拡大を促
します。また、日本の外食産業は実に多様で
あることも、ワイン市場にとっては追い風で
す。訪日客の宗教、習慣、文化、思想、食志
向にかなう食の選択肢を豊富に取り入れ、
その多様な食に対するワインのペアリングも
紹介します。

4  必要備品がすべて揃います！
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
がパッケージ化され、注文も簡単。独自のセミナー開催も可能で、試
飲セミナーに欠かせないワインキット、音響設備もご利用頂けます。
※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。

3 ワイン登録数国内外から約1,000種！
業務用の高品質なワインのライン
ナップが充実しており、2019年開
催時には約1,000種に及ぶ国内外
ワインの登録がありました。各種セ
ミナーや『ワイン王国』企画ブース
等でPRのお手伝いをしております。

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。

外食業界外食業界へのアプローチへのアプローチ 小売業界小売業界へのアプローチへのアプローチ

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。

ホテル・レストラン・ワインバー

1 仕入・購買関与比率78％
来場者のおよそ8割が購買に関与す
るバイヤーで、ワイン愛好家が中心
の一般的な試飲会とは異なります。
当イベントはワインと食のビジネス
に特化し、既存のお客様との定期商
談や新規の顧客開拓のための商談
が快適に行える環境を提供致します。

その1 
世界へ向けた情報発信基地
私たちが目指すのは、日本食を含めた、世
界の料理と世界のワインの情報発信基地と
してのアジアにおける確固たるポジションを
確立することです。外国人訪日客が日本で
の食とワインの体験を通じ、あるいは日本
酒や焼酎を含め、世界のアルコールドリンク
のトレンドや食とのペアリングの考え方を
知り、アジア、そして全世界的に波及してい
くことは、日本の存在価値を大きく高めてい
くことにつながります。

百貨店・スーパー・酒販店・CVS

ターゲット来場者へのアプローチ戦略



自社セミナー開催のチャンス

1 2 3

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。人気投票の結果はワイン王国誌面上でも
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。

集客に直結する、独自のセミナー開催も可能です。試飲セミナーに欠かせな
いワイングラス、音響設備、プレゼンテーション機器、サービングスタッフ等を
追加料金なしでご利用頂けます。
※  セミナー開催は有料でのサービスとなります。1小間以上での出展者に限ります。 

セミナー枠の取得は先着順となります。

ワインのスタイルを紐解くアプローチで、世界の選りすぐりのワインを
紹介しながら多様なワインとその品質を見極める５つのポイントを解説
します。世界のトレンドや、ワインビジネスに役立つ知識も同時に習得
して頂ける凝縮の60分。

「5ファクターズ」で探る、 
ワインのスタイル

ワイン王国セミナーでの商品紹介

ワインの品質を見極める5つのポイントとは？

「世界の土着品種に出逢う」

「おだしとワイン究極の出合い」
講�師　情野�博之�氏�
●�フランス料理「アピシウス」シェフソムリエ
●�国際ソムリエ協会認定ソムリエ資格�　�●女子栄養大学非常勤講師
 ●�シャンパーニュ騎士団認定オフィシエ
●�第6回「ポメリー・スカラシップ・ソムリエコンテスト」優勝
●��第3回「全日本最優秀ソムリエコンクール」第3位
 ●�シャンパーニュ・アンリオアンバサダー�
 ●�『ゴ・エ・ミヨ�2019』にて「ベストソムリエ賞」受賞

「ロゼワインと和食新たな可能性を探る」
講�師　田邉�公一��氏�
●�ワインディレクター。ワインスクール「レコール・デュ・ヴァン」講師
●�「タイソンズ�アンド�カンパニー」「アニス」「アミュゼ」などのレストラン
やイベントのワイン監修を手掛ける�

ワイン王国
特 別 企 画

出 展 者 
セ ミ ナ ー

ワイン王国
セ ミ ナ ー

主 催 者 
セ ミ ナ ー

サポートプログラム

和食を引き立たせる的確なワインペアリング
対 象  外食産業に携わる方、関連知識を習得されたい方

ひと言に「和食」と言っても、季節ごとに変わる旬の素材や多様な薬味、調理法
など、実にさまざまです。同時にワインも多種多様な味わいを持ち、その相性
は無限に広がっています。『ワイン王国』セミナーでは、情野博之氏と田邉公一
氏、２名のソムリエを講師に迎え、和食とワインのペアリングのコツやポイントを
紹介。情野氏は和食に欠かせない「おだし」との相性、そして田邉氏は世界的
にブームのロゼワインをテーマに、和食とワインのさらなる可能性を探ります。
※ 2022年開催内容につきましては、2022年2月頃に発表の予定です。

対 象  輸入元、卸売業、小売業従事者、外食産業関係者

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
キャプランワインアカデミーにて講師を務める他、
ワインセミナー講師としての実績多数。

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！！

  「和の食材とワイン」

講 師 

Trastena 
Raspberry Rose

Trastena  
[ ブルガリア ]

Abadia de 
Sabores  
[ポルトガル ] 

AMAZE
Cooperativa 
Vinicola 
Garibaldi Ltda  
[ブラジル ]

WGJ Label Awards 2022
WGJラベルアワード2022

Koppu

● L a b e l  A w a r d s  2 0 2 1  R e s u l t ●2021年実績

セミナー
開催実績

（6講座開催)



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） 
〒102-0083　東京都千代田区麹町3-5-2 BUREX麹町

ワイン＆グルメ運営事務局（ケルンメッセ株式会社内） 〒102-0083　東京都千代田区麹町3-5-2 BUREX麹町　TEL: 03-5357-1280　FAX: 03-5357-1281 

9月上旬
募集開始 ▶ 2022年1月28日（金）

申込み締切り日 ▶ 2月28日（月）
出展料金のお支払い期限 ▶ 2月下旬

出展者配布用招待券の送付 ▶ 2月下旬 
各種申請書類提出期限 ▶ 4月11日･12日

施工･搬入･設営 ▶ 4月13日〜 15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

お問い合わせ・お申込み先

出展料金のご案内 

｢スペースのみ」でのお申し込み
1小間445,500円（税込）【1小間（9㎡）】
※1小間（9㎡）  から申込みが可能です。※更地での提供となります。　
※ ご出展の際は必ずブース施工を行ってください。隣接小間がある場合は仕切り壁が必要です。任意の施工業者をご指定頂けます。

 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）　

● 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。

商談セットプラン　【1小間：間口3.0m x 奥行き3.0m】ミニブースプラン　【1小間：間口2.0m x 奥行1.5m】

※ 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。

■ 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　　お支払い期限　2022 年 2 月 28 日（月）
■ 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2022年1月28日まで スペース料金の25% 2022年1月29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。

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。

申込み締切り日

2022年
1月28日（金）出展申込書の

送信先 FAX: 03-5357-1281 出展及び運営に関する
お問い合わせ TEL: 03-5357-1280

	
マーケティングパッケージマーケティングパッケージNEW

ワインパッケージ
ミニブース付属備品とワインパッケージ付属備品を含む

 1小間214,500 円（税込）

ワインパッケージ
スタンダードパッケージ付属備品と 
ワインパッケージ付属備品を含む

1小間643,500 円（税込）
スタンダードパッケージ
ミニブース付属備品を含む

1小間207,900 円（税込）

スタンダードパッケージ
スタンダードパッケージ付属備品を含む

1小間623,700 円（税込）

�低予算応援
パッケージ

商談セットプラン施工・備品  ※2小間ブースの場合は、各備品の個数が2倍になります
⃝パンチカーペット：出展ブース全体　
⃝�システムパネル（白/H1800mm）：�
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
⃝�受付カウンター
（W1500xD450xH930mm）�･･･････ ×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（W985xD300mm）�････････ ×3
⃝ゴミ箱�･･････････････････････････ ×1
⃝スポットライト�････････････････････ ×3
⃝コンセント100V/700W�･･･････････ ×1

ワインパッケージ付属備品 ⃝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
※�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

主な追加オプション備品 ⃝��氷〈専用ケースご利用で会期中使用無制限〉……��5,500円（税込）/会期　　⃝��水平棚（W985xD300mm）……��3,300円（税込）

通常価格 77,000円（税込）

A ワイン王国誌・
編集タイアップ

（1/6特別PR記事広告）

公式ウェブサイト
（検索ページ）での
バナー広告

55,000円（税込）
55,000円（税込）

B

⃝システムパネル（白/H1800mm）�････ ×1
⃝社名板�･････････････････････････ ×1
⃝パンチカーペット

ミニブース施工・備品 ⃝受付カウンター（W1500xD450xH930mm）�･×1
⃝パイプ椅子�･･････････････････････ ×1
⃝水平棚（W985xD300mm）･････････････×2
⃝ブース内清掃込み


