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テーマ：Ｖ字回復への切り札　モノを動かす、経済を動かす、時代を動かす販促ツール
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　2022年4月13日（水）・14日（木）・15日（金）の3日間、「第65回インターナショナル

プレミアム・インセンティブショー春2022」を開催、無事終了いたしました。ご出

展・ご来場をいただきました皆様に深く感謝申し上げます。

出展社数は合計115社、来場者数は、26,317人でした。天候が不安定な中でも

多くの来場者様にお越しいただけました。

　プレミアム・インセンティブショーは、これまでも“セールスプロモーション・マー

ケット”に特化した専門ショーとして、30年以上にわたり全国の関係者に広く認

知いただいてまいりました。特に広告主などの『法人ユーザー』の方々と『SP

エージェント』・『百貨店外商部』・『ギフト直販店』の方々が主要バイヤーとして、

来場者全体の60％以上を占め、国内最大規模のSP見本市という揺るぎない地

位を獲得いたしております。SP業界の必要性や新規参入へ向けた提案が、具

体的に理解いただけたものと自負しております。

　今後もプレミアム・インセンティブショーは、販売促進・販売支援・人材育成・店

頭陳列装飾・法人ギフト・イベントなどの総合的な専門見本市として、企業の必

要とするマーケティング活動に役立てるものとして、また毎回、販売促進と人材

のモチベーションアップのためのマーケットの牽引役として新しい仕掛けを提案

してまいります。今後も皆様方のご協力をお願い申し上げます。

　ここに今回のショーの内容と成果をとりまとめましたので、ご高覧ください。

　次回の第66回インターナショナルプレミアム・インセンティブショー秋2022は、

2022年10月5日（水）〜7日（金）の3日間、東京池袋・サンシャインシティ 文化会

館ビル コンベンションセンターにて開催いたします。

次回もぜひご出展検討を何卒よろしくお願い申し上げます。

（株）ビジネスガイド社

インターナショナル プレミアム・インセンティブショー事務局

事務局長　芳賀 信享

はじめに



【開　催　概　要】
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テーマ 「Ｖ字回復への切り札　モノを動かす、経済を動かす、時代を動かす販促ツール」

名　称 第65回インターナショナル プレミアム・インセンティブショー春2022

併催イベント ●「第31回日本プロモーション企画コンテスト 表彰式＆プレゼンテーション」

●「特別展示企画【サスティナブル・ノベルティ―コーナー】」

●「特別展示【新生活様式グッズコーナー】」

●「各種新製品コンテスト」

　・SPツールコンテスト

　・新生活様式グッズコンテスト

　※投票していただいた方全員に粗品を差し上げました。

●「来場者アンケートコーナー」

　※アンケートにお答え下さった方に抽選で粗品を差し上げました。

●「特別講演」

後　援 一般財団法人 対日貿易投資交流促進協会、デジタルサイネージコンソーシアム、

東京ディスプレイ協同組合、一般社団法人 日本イベントプロデュース協会、

一般社団法人 日本 Web 協会、日本小売業協会、日本チェーンストア協会、

一般社団法人 日本プロモーショナル ・ マーケティング協会、

一般社団法人 モバイル ・ コンテンツ・フォーラム

主　催 株式会社ビジネスガイド社　事業部

〒111-0034　東京都台東区雷門2-6-2　TEL：03-3847-9155　FAX：03-3847-9436

会　場 東京池袋・サンシャインシティ 文化会館ビル コンベンションセンター3F・４F

会　期 2022年 4月 13日（水） ・ 14日（木） ・ 15日（金）
　　※ 13日～14日：10:00～18:00　15日：10:00～17:00



【テ ー マ 及 び 展 示 内 容】
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雨具、イベント用ウェア、スポーツウェア、靴下、寝装品・ナイティ、タオル・手ぬぐい、Tシャツ、ティーンズウェア、ハンカチ・バンダ

ナ・風呂敷、帽子・キャップ、マフラー・スカーフ・ショール、アイデアグッズ、占いグッズ、干支関連製品、カードゲーム・トランプ、キャ

ラクター玩具、クリスマス関連製品、正月・節句関連製品、知育・教育玩具、ぬいぐるみ・マスコット・フィギュア、パーティーグッズ、パ

ズル、バレンタインデー・ホワイトデー・ハロウィン等、ファンシー雑貨、ホビー用品、模型・プラモデル・ドールハウス、幼児用品、ア

ルバム、印鑑・朱肉、カード・レターセット・ハガキ、キャラクター商品、クリップ、手帳、ノート・メモ・フセン、熨斗紙・熨斗袋、筆記具、

ファイル・バインダー、ファンシー文具、ペーパーバッグ・ビニールバッグ、ペンケース・ケース・プラスチック箱、マウスパッド、ギフト

ボックス・ラッピング用品、リボン、定規、ルーペ・拡大鏡、デスクトップアクセサリー、磁石・マグネット製品、カレンダー、うちわ・扇子、

不織布製品、ペーパークラフト、傘、台所用品、ガラス器、工具・日用大工道具、漆器、シャンプー・リンス・ボディーシャンプー、消臭

剤・除菌剤、清掃道具、石鹸、洗剤、ティッシュペーパー・ウェットティッシュ、トイレタリー用品、陶磁器、入浴剤、歯ブラシ、ビニール

製品（ラップ・ごみ袋など）、風呂用品、ペット用品、防災非常用品、料理道具、耳かき・つめ切り、コースター、箸、セキュリティグッ

ズ 、アイデア電気製品、カメラ、携帯電話、家電小物、AV関連アクセサリー、LED関連製品、USB関連製品、PC関連アクセサリー、

カーテン・タペストリー・のれん・すだれ、絵画・版画、家具、ハンディクラフト、キャンドル、照明器具、時計、パネル・フレーム、美術工

芸品、フォトフレーム（デジタル含む）、壁面装飾品、アートポスター、ミュージアムグッズ、クッション、ミラー、友禅・和紙工芸品、ガラ

ス製品、ステンドグラス、インテリア小物、腕時計、香りの商品、靴・バッグ、キーホルダー、携帯・スマホ関連アクセサリー、化粧雑貨

化粧品、財布・小銭入れ・定期入れ等、サングラス、手袋・軍手、ポーチ・巾着、ワッペン・刺繍、ピンズ・ピンバッジ、健康グッズ、あ

ぶらとり紙、ヒーリング商品各種、和雑貨、ガーデニンググッズ、カー用品、海水浴／プールグッズ、アウトドア・キャンピンググッズ、

救急用具・救急セット、クーラーボックス・クーラーバッグ、ゴルフ用品、自転車・バイク用品、水筒、スキー・スノーボード用品、スポー

ツライセンシーグッズ、双眼鏡・オペラグラス、登山グッズ、ランチボックス、レジャー・トラベル用品、レジャーシート、種・球根、応援

グッズ、お菓子、健康食品、コーヒー・紅茶、清涼飲料水、日本酒・焼酎・ビール、日本茶・ウーロン茶・健康茶、果物・野菜、ミネラル

ウォーター・自然水、麺類、冷凍食品、砂糖・食塩・調味料、スープ類、レトルト食品、産直品、各種オリジナル食品・飲料、米・雑穀、

オンパック印刷、インセンティブツール、名入れ印刷、刻印・エッチング加工、ダイレクトメール印刷・ツール、顧客管理システム・

データ管理、旗・のぼり・バナー・各種サイン、DTP・チラシ・シール他各種印刷、卓上POP、大型POP、電子POP・デジタルサイネー

ジ、手書きPOP、札・表示パーツ、ゲーム・アトラクション、インターネット関連、各種プリントシステム・印刷サービス、キャラクターライ

センス・肖像権、デザイン・写真などの版権、商標・ブランドライセンス、タイアップ企画・協賛企画、ダイレクトマーケティング、テレ

マーケティング、プレゼンテーションツール、簡易イベント設備、イベント企画・イベントサポート、街頭キャンペーン、SPカタログ、

3D・ホログラム製品、オリジナルCD／DVD、デジタルプレミアム、トロフィー・メダル・記念品、モバイルシステム、広告宣伝ツール、

広告媒体、チョイスギフト・カタログギフト、ギフト券・ギフトカード・商品券、プリペイドカード、優待券、婚礼ギフト・引き出物、結納品・

水引き、会葬返礼品・粗供養品、各種パッケージ・紙器加工、エコロジー関連、プラスチック成型加工、金属加工、店舗什器、各種

印刷機器・印刷システム、その他

主な出展品目

テーマ：「Ｖ字回復への切り札　モノを動かす、経済を動かす、時代を動かす販促ツール」

●懸賞キャンペーン向け景品、プレミアム、企業PR用ノベルティ、ベタ付け景品、その他販促用ギフト
●インセンティブ関連アイテム、モチベーションアイテム、高額懸賞品
●法人ギフト関連アイテム、コーポレートイベント記念品
●POP、購買時点広告関連用品、店頭広告用品、ディスプレイツール、アイキャッチアイテム
●イベントツール、ダイレクトメール、マーケティング関連アイテム、プロモーション企画、販促サポートツール他
●その他販売促進に役立つアイテム・ツール・ノウハウ全般

さまざまな企業がコロナ禍の影響を受け、業績低下をまねいています。世界的な自粛や各種制限

の中で我慢を強いられた活動となっていましたが、ワクチン接種により終息の兆しがでてきている

事実もあります。このような社会情勢の中で、業績回復を目指す足がかりとしての販促活動があら

ためて注目されています。

そこで、第65回インターナショナルプレミアム・インセンティブショー春2022では、同テーマを掲

げ、売り上げを伸ばし、業績をV字回復させることができる様々な販促ツール・サービスを展開し、

会場より発信いたします。

販促・企業ギフト・マーケティングの国際的な専門見本市

第65回インターナショナル

春2022

R



【開　会　宣　言】
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第65回インターナショナル プレミアム・インセンティブショー春2022

開　会　宣　言

販促・企業ギフト・マーケティングの国際的な専門見本市『第65回インターナショナルプレミアム・インセンティブ

ショー春2022』の開催にあたりまして一言ご挨拶申し上げます。

はじめに、出展社様、ならびにご来場者様、そしてご後援を賜りました官公庁や団体の皆様と、見本市運営にご協

力いただきました皆様に厚く御礼申し上げます。

今回もビジネスガイド社は、関係各所と連携をとりながら、出展社様、来場者様に安心して商談をしていただけるよ

うに運営をしてまいります。

さて今回の開催テーマは、「Ｖ字回復への切り札　モノを動かす、経済を動かす、時代を動かす販促ツール」です。

さまざまな企業がコロナ禍の影響を受け、業績低下をまねいています。世界的な自粛や各種制限の中で我慢を強

いられた活動となっていましたが、ワクチン接種により改善の兆しがでてきている事実もあります。

このような社会情勢の中で、業績回復を目指す足がかりとしての販促活動があらためて注目されています。

そこで、第65回インターナショナルプレミアム・インセンティブショー春2022では、「V字回復への切り札　モノを動か

す、経済を動かす、時代を動かす販促ツール」をテーマに掲げ、売り上げを伸ばすことができる様々な販促ツール・

サービスを展開し、会場より発信いたします。ぜひ最新のセールスプロモーションをこのプレミアム・インセンティブ

ショーの会場で見つけていただき、皆様のビジネスにお役立ていただければと思います。

さて今回も会場では、多彩なイベントも展開いたします。

4月14日（木）午後2時より、会場内特設ステージにて、第31回日本プロモーション企画コンテストの表彰式ならびに

プレゼンテーションがおこなわれます。2021年度に実施された多くのプロモーションキャンペーンの中から、特に優

秀であった企画を展示・表彰します。優秀なプロモーション企画担当者の生の声が聞ける貴重な機会となっており

ますので、皆様ぜひご参加ください。

さらに今回も特設ステージで実施される表彰式ならびに特別講演をオンラインにて「ライブ配信」も行います。会場

聴講とオンライン・ライブ聴講を実施し、コロナ禍における対応しております。こちらも合わせてご期待ください。

特別展示といたしましては、「サステナブル・ノベルティコーナー」と「新生活様式グッズコーナー」を展開いたしま

す。どちらのコーナーも今や販売促進市場にとって欠かすことのできないものとなっておりますので、ぜひこの機会

に多くの商材を直接ご覧いただければと思います。

最後に、本日から３日間、ここ東京池袋・サンシャインシティ 文化会館ビル コンベンションセンターから、販売促進

や店頭プロモーションに関する最新のプランニングやプロモーション手法を惜しみなく発信いたします。企業の営

業活動に役立つ販売促進戦術をご来場者の皆様に存分にご提供できる3日間となるよう主催者として万全の体制

で皆様をお迎えいたします。日本の販促業界の発展のため、出展社並びにご来場者の皆様に本展示会を有効に

活用していただけることを祈念し、開会の挨拶とさせていただきます。

それでは、第65回インターナショナル　プレミアム・インセンティブショー春2022の開会を宣言いたします。

（株）ビジネスガイド社　代表取締役社長　芳賀 信享

〜2022年 4月 13日　サンシャインシティ・コンベンションセンター文化会館にて〜



【結　果　概　要】
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開会式 2022年 4月13日（水）9：45より、サンシャインシティ 文化会館ビル コンベンションセンター4F

に於いて、開会式を執り行う予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、

中止といたしました。

来場者数 延べ 26,317人

出展社数 115社

会　場 東京池袋・サンシャインシティ 文化会館ビル コンベンションセンター3F・4Ｆ

テーマ Ｖ字回復への切り札　モノを動かす、経済を動かす、時代を動かす販促ツール

主　催 株式会社ビジネスガイド社

会　期 2022年 4月 13日（水）・14日（木）・15日（金）
※ 13日～14日：AM10:00～PM6:00　15日：AM10:00～PM5:00

4月 13日（水） 【晴れ／くもり】

【くもり／雨】

【雨】

8,936人

8,782人

8,599人

26,317人

4月 14日（木）

4月 15日（金）

合　計

初
日

２
日
目

３
日
目

月　　日 来場者数（延べ）



【来　場　者　内　訳】
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●法人ユーザー/広告主  35.3％

 企業ユーザー・広告主

 官公庁/公共団体/各種任意団体

●広告会社/エージェント  29.1％

 広告代理店/SPエージェンシー

 イベント関連/マルチメディア関連

 百貨店・量販店法人外商部

 調査会社・マーケティング会社

 メディアオーナー/メディアレップ

●サプライヤー/ディーラー  25.5％

 印刷業

 販促品・記念品・贈答品メーカー

 販促品・記念品・贈答品の卸・直販業

 ルート卸

 輸出入商社

●リテール/ショップ   8.6％

 小売店頭（専門店・百貨店・量販店）

 通信販売/訪問販売

 ホテル/レストラン/結婚式場

 結婚プロデュース/ブライダルエージェント

 地域・職域生協

 斎場/葬儀社/互助会

●その他    1.5％

 報道/出版

 その他

33.3％

2.0％

22.8％

3.6％

1.7％

0.5％

0.5％

12.1％

 8.2％

3.7％

1.0％

 0.5％

4.3％

2.6％

1.0％

0.5％

0.1％

0.1％

1.3％

0.2％

来場者合計

延べ 26,317人

３日間合計
延べ26,317人

法人ユーザー
35.3%

広告会社・
エージェント

29.1%

サプライヤー・
ディーラー

25.5%

リテール・ショップ

　8.6%

その他 1.5%

官公庁・公共団体・
各種任意団体 2.0%

企業ユーザー・広告主
33.3%

広告代理店・SPエージェンシー
22.8%イベント関連/

マルチメディア関連  3.6%

メディアオーナー 0.5%
調査会社・マーケティング会社 0.5%

百貨店・量販店外商部 1.7%

印刷業
12.1%

販促品・記念品・
贈答品メーカー

8.2%

販促品・記念品・
贈答品の卸・直販業  3.7%

ルート卸 1.0%
輸出入商社 0.5%

小売店頭（百貨店・
専門店・量販店）

4.3%

通信販売／訪問販売 
2.6%

ホテル／レストラン／結婚式場 1.0%

結婚プロデュース／ブライダルエージェント 0.5%
斎場／葬儀社／互助会 0.1%

地域・職域生協 0.1%

その他 0.2%
報道／出版 1.3%



【出展社一覧】
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第65回インターナショナルプレミアム・インセンティブショー春2022

【ア】

【カ】

【サ】

（株）浅川製作所

（株）アサクラ

アサヒ・インターナショナル（株）

（株）朝日化成

（株）アサヒ企画

（株）アドコーポレーション

（株）アマサキ

（株）アライヴ

（株）アロー

（株）板野紙工

（有）INNOVENTECH

（株）エイコー

永和紙器工業（株）

（株）エーリンクサービス

（株）エーワークス

江戸組紐　日本橋清水

（有）エラン・ヴィタール

Ola！マウリシオTV

カタニ産業（株）

（株）カネセ

鐘百繊維工業（株）

加陽印刷（株）

神田印刷工業（株）

（株）カンベ

（株）キースター

GIFTOMIZE！

（株）ギフト・パートナーズ

（株）キャライノベイト

（有）きれ屋

クリアファイルサポートショップ

グリーンフィールドプロジェクト

（株）グローバル・ジャパン

（株）グローリー

興亜産業（株）

コーエィ（株）

（株）国府印刷社

これいい和 ﾍﾞｽﾄﾉﾍﾞﾙﾃｨ/

（株）ｷｬﾘｱｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

（株）サンオー　縁起物ふくふく亭

SANKEI プランニング（株）

VQmail・MOVIE DM ・ 

R-view/（株）サン・プロンプト

山陽製紙（株）

（有）ジーエー

敷島産業（株）

上西産業（株）

シンクイノベーション(株)

杉山金属（株）

スタイルスティック

（株）ステレオ・スキップ

SPEX

スミリンウッドピース（株）

スローコーヒー

（株）ゼロゲージ

第一資料印刷（株）

（株）泰誠

大同至高（株）

（株）丹後

danbal

中央印刷（株）

2 smiles novelty（シサム工房）

東京製旗（株）

「東京未来素材」紙の新素材

東洋スチール（株）

トップスタージャパン（株）

富安金属印刷（株）

（株）トラスト

（株）トラフィックス

長井紙業（株）

（株）中一

ナカニ染工場

（有）中本製作所

（有）ナッシュ

新居田物産（株）

日繊商工（株）

日本環境設計（株）/BLANK

ニヨド印刷（株）

（株）ネクストインターナショナル

（株）ハセガワ

京の米老舗 八代目儀兵衛

（株）ハリカ

（株）パルディア

ピーアンドエー（株）

（株）ビィウェーブ

（株）ピュアトーン

（株）平井星光堂

ファシル（株）

（株）funbox

富士印刷（株）

不二貿易（株）

プラテック（株）

（株）プラテックヤマヨシ

（株）プランシェイプ

（株）Bo Project.

（株）マイプレシャス

マツイコーポレーション（株）

松川産業（株）

（株）マルエムPOP

丸京製菓（株）

丸十（株）

（有）マルゼン

（有）ミレニアム・エンタテイメント

メイツセレクトショップ

（株）モノファクトリー

（株）ヤギセイ

（株）ヤマチク

米穀商　横忠

ヨツバ印刷/ME-Q

リゲン貿易（株）

（株）リングストン

（株）レインボーオフィスサポート

（有）ロキシィ商会

（株）ワールドビジネスサプライ

（株）YSC

（株）ワカヤマ

【タ】

【ナ】

【ハ】

【マ】

【ヤ】

【ラ】

【ワ】



【特設ステージイベント】
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会場：サンシャインシティ・コンベンションセンター文化会館4Ｆ

凸版印刷株式会社
生活・産業事業本部

　パッケージソリューション事業部
　サステナブルパッケージングセンター

藤井 崇氏

循環型社会の実現に向けてパッケージにできること

F-1 4月13日（水）　11︓30～12︓30

環境問題をはじめとするさまざまな社会課題

が顕在化する中、持続可能な社会の実現に

向けて、国・企業・生活者、それぞれの単位に

おいてさまざまな取り組みが行われていま

す。本講演では、そうした環境問題に関わる

国内外の動向と、パッケージを通した循環型

社会の実現に向けた凸版印刷の取り組み

を、最新の開発事例とともにご紹介します。

公益社団法人
２０２５年日本国際博覧会協会

広報戦略局上席審議役
兼 経営企画室上席審議役

西貝 宏伸氏

２０２５年大阪・関西万博の開催に向けた準備状況

F-3 4月13日（水）　15︓30～16︓30

大阪・関西万博は、2025年4月の開催に向けて、

各国に対する参加招請や企業・団体に向け出展・

参加を呼びかけており、企業・団体パビリオン出

展者が内定するなど、いよいよ開催をイメージし

た準備活動のフェーズに入っています。

　今回は、大阪・関西万博がめざすもののほか、

開催に向けた準備状況や、皆様の参加方法につ

いてご説明いたします。

株式会社ProTribe
代表取締役 プロデューサー

小林 良正氏

売り込まずに巻き込め！
広告予算0円でテレビ取材を獲得するブランドPRの極意

F-7 4月15日（金）　13︓30～14︓30

似たような「商品」や「サービス」を提供しているの
に、テレビや新聞、雑誌などのメディアから取材を
受けて紹介されている会社と、全く紹介されない
会社があります。なぜ自分の会社はメディアに取り
上げられないのだろう？と疑問に思った事はあり
ませんか？自社の商品やサービスがメディアや
SNSで話題になるためのメディア戦略について、ブ
ランドプロデュースの専門家が詳しく解説します。

株式会社電通プロモーションプラス
CXソリューション開発事業部

CXテクノロジー２部

堀 かおり氏

Z世代の「ジェンダーレス」観
～大人は意識しすぎ？若者に届くマーケティングとは～

F-2 4月13日（水）　13︓30～14︓30

Z世代をターゲットにするうえで「ジェンダーレス」は

重要なキーワードとなっています。一方で、Z世代が

持つジェンダーレスの感覚と、商品訴求における「ジ

ェンダーレス」という言葉の使われ方の間でギャップ

が生じることも…。本講演では、Z世代が持つリアル

なジェンダーレス観とともに、どうしたら彼らに届くマ

ーケティングができるのかを解説いたします。

帝人フロンティア株式会社
サステナビリティ戦略推進部

主事

藤原 敬久氏

帝人フロンティア株式会社の環境戦略「THINK ECO」と
リサイクル素材｢ECOPET」について

F-4 4月14日（木）　11︓30～12︓30

帝人フロンティア株式会社の環境戦略｢THINK 

ECO」とその3つの重点目標のご説明と、環境主

力素材であるリサイクルポリエステル｢エコペット｣

及びそのビジネス展開についてご説明いたしま

す。の取り組みを、最新の開発事例とともにご紹

介します。

新製品コンテスト～表彰式～

F-6 4月15日（金）　11︓30～12︓00

会期中に実施された新製品コンテ

ストの受賞発表と表彰式を行いま

す。来場者と審査員により選ばれ

た受賞商品をどこよりも先にご覧い

ただけます。

ぜひご参加ください!!

第31回日本プロモーション企画コンテスト
表彰式＆受賞者プレゼンテーション

F-5 4月14日（木）　14︓00～15︓30

2021年の1年間に展開された数多くのプロ
モーションの中で、企画的に優れたプラン
ニングにコンテストの栄誉を贈ります。

キャンペーン成功事例“担当者”
の生の声が聞ける貴重な機会です！

一般社団法人
日本有機資源協会

理事・事務局長

嶋本 浩治氏

バイオマスプラスチック及び
バイオマス製品の利用推進の取り組み

F-8 4月15日（金）　15︓30～16︓30

２０５０年カーボンニュートラルに向けたバイオマス

プラスチック導入推進の施策動向を紹介するとと

もに、バイオマスプラスチックやバイオマス製品の

導入拡大に向けて一般社団法人日本有機資源協

会（JORA）が実施しているバイオマスマークの取

組について紹介します。



【第31回日本プロモーション企画コンテスト】
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会場：サンシャインシティ・コンベンションセンター文化会館4Ｆ 会場内特設ステージ

★ 第31回日本プロモーション企画コンテスト　表彰式＆受賞者プレゼンテーション

日時：2022年 4月 14日（木）　１４：００〜１５：３０

2022年の1年間に展開された数多くのプロモーションの中で、企画的に優れ、売りの

場面でも注目すべき実績を収めたプランニングに、コンテストの栄誉を贈りました。

当日は、特設会場にて、表彰式と受賞者によるプレゼンテーションも行いました。

第31回日本プロモーション企画コンテスト
受　賞　企　画

受賞企画 ※実施企業・団体名五十音順

・実施企業：株式会社伊藤園
・企画協力企業：ニューホライズンコレクティブ合同会社、株式会社ドリル

★グランプリ賞：

「お～いお茶 茶畑エクスプレス」

・実施企業：サントリー食品インターナショナル株式会社
・広告代理店：株式会社HAKUHODO DY MATRIX

★優秀賞：

「緑茶売上No.1※御礼︕縁起もんキャンペーン」※インテージSCI 無糖茶飲料市場 2020年1月～12月 金額シェア

・実施企業：東亞合成株式会社
・広告代理店：株式会社読売広告社　・景品サプライヤー：株式会社読広クロスコム

★優秀賞：

「アロンアルフア　Twitterフォロー＆リツイートキャンペーン」

・実施企業：ネスレ日本株式会社

★優秀賞：

「ネスカフェ香味焙煎 文通陶磁器～職人があなたを象る珈琲マグ～」

・実施企業：マルサンアイ株式会社
・広告代理店：株式会社マイクロドリーム

★審査員特別賞：

「マグでみそ汁は自由になる︕「MugMISO(マグみそ)」Instagram投稿キャンペーン」

・実施団体 ：一般社団法人臼杵市観光協会　
・協力団体：臼杵市仏教会、臼杵市教育委員会、臼杵市

★地域キャンペーン特別賞：

「国宝臼杵石仏美仏総選挙2021」

・実施企業：日本コカ･コーラ株式会社
・広告代理店：株式会社電通、IMJ / アクセンチュア株式会社

★優秀賞：

「みんなで一緒に︕#コークで乾杯 キャンペーン」



【会場の様子ー①】
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【会場の様子ー②】
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【各コンテスト結果-①】
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■SPツールコンテスト … 今人気のプレミアム・ノベルティが一堂に！

■新生活様式グッズコンテスト … 新生活様式に対応する各種対策グッズが集合！

1.来場者による投票／2022年 4月13日〜15日 10：00から 16：00まで

2.審査会／2022年 4月14日（木） 16：00〜17：30

3.審査員／ ・株式会社電通プロモーションプラス　第2アカウント事業部　

    エグゼクティブプロダクトディレクター 仁田 五郎 様

 ・株式会社電通プロモーションエグゼグラフィック・デザインセンター　

    グラフィック・クリエーティブ部　クリエーティブディレクター　鈴木　統 様

・株式会社ビジネスガイド社　代表取締役社長　芳賀 信享

投票・審査

■■■■■■■■■ 受　賞　結　果 ■■■■■■■■■

SPツールコンテスト
大　賞

準大賞

商品名：『八代目儀兵衛ほんの気持ち米「お包み2合5個」』

参考上代（税込）：\2,700

★出展社名：京の米老舗 八代目儀兵衛
★商品の特徴：【小さなまごころの贈りもの】かわいらしい
   　風呂敷に、お米と心を包んで。

商品名：『日本の織物コースター』

参考上代（税込）：\1,430

★出展社名：（株）キャリアコンサルティング
★商品の特徴：全国各地の織物を使用したコースター。
   　SDGｓに貢献する記念品。

商品名：『唐辛子にんにくふりペン』

参考上代（税込）：\660

★出展社名：（有）ジーエー
★商品の特徴：ペン型万能スパイス。辛味・旨味の
   　バランスが癖になる万能調味料。

準大賞

審査員特別賞

商品名：『オリジナルホットサンドメーカー』

参考上代（税込）：　---------

★出展社名：杉山金属（株）
★商品の特徴：お好きなロゴやキャラクターの焼き目が
   　つけられます！小ロット１コ～OKです。



【各コンテスト結果-②】
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新生活様式グッズコンテスト
大　賞

準大賞

商品名：『ノビサック（抗菌）100個入・30個入』

参考上代（税込）：100個入\748/30個入\308

★出展社名：（有）INNOVENTECH
★商品の特徴：スマホも使える柔らか指サック。
   　まるで素肌感覚、指先に触感を。

商品名：『3WAYバッグインパソコンﾊﾞｯｸﾞバッグ』

参考上代（税込）：\3,960

★出展社名：（株）アライヴ
★商品の特徴：会社の会議に授業に、テレワークでも
   　便利なパソコンバッグです。

審査員特別賞 商品名：『助かりマスクキット』

参考上代（税込）：　---------

★出展社名：松川産業（株）
★商品の特徴：使い捨てのマスク入れ入りの抗菌仕様
   　マスクケース。

準大賞 商品名：『生ジョッキ感タンブラー』

参考上代（税込）：\800

★出展社名：（株）プラテックヤマヨシ
★商品の特徴：注ぐだけで簡単に生ビールのような
   　キメ細かな泡になります。 
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来場者アンケート集計結果
実施期間：2022年4月13日（水）～15日（金）10：00～17：00　※最終日は16：00
実施場所：第65回インターナショナル プレミアム・インセンティブショー会場内

質問1：貴方の所属部署は？ 質問2：貴方の役職は？

質問3：貴社の業務の業種・業態は？
質問4：あなたは貴社内において、商品・商材の
　　　 決定権又は購入権限をお持ちですか？

その他2.6%

設計・開発・製造  3.3%

財務・経理0.5%

総務・渉外・広報
4.8%

仕入・購買 2.4%

経営・社業
16.6%

販売促進・企画31.9%マーケティング
7.1%

営業・販売29.8%

外商部1.0%

その他
5.1%

経営者・取締役・
役員クラス31.8%

部長クラス
11.3%

課長クラス
14.9%

一般社員・職員
29.7%

係長・主任クラス
7.2%

マスコミ関連 1.2%

販促品/記念品の卸/
直販業 14.9%

販促品製造業
5.7%

メディアオーナー0.5%

官公庁・公共団体 3.0%

企業ユーザー・
広告主21.3%

広告代理店・
SPエージェンシー

19.5%

外商 1.6%

小売店・
流通業13.5%

商社・輸出入商社  3.5%

イベント企画・
運営 4.5%

サービス業
8.8%

ブライダル関連業0.5%

葬祭関連業0.5%

その他 1.0%

持っている
42.6%

ある程度はある
31.9%

ない
25.5%
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質問5：貴方の来場目的は？
質問6：今回のショーの出展社の中から取引をしよう
と思う会社又は商品はありましたか？

質問7：貴社の総売上額は？
質問8：貴社または貴クライアントが行ったセールスプロモーション
で使用したプレミアム商品の中で人気が高かったものは？

質問9：貴社または貴クライアントが行うセールスプロモーションで、
プレミアム商品として今後に人気が高くなりそうなものは？

質問10：「2021年9月～2022年4月までに使用した
プレミアム商品」の最多価格帯は？

新規取引先の開拓

セミナー等受講のため

出展企業の招待でその企業
との挨拶・商談のため

業界参入・製品開発の情報収集

新製品の発掘

販促ツール選定のため

（％）0 5 10 15 20 25 30 35

あった
34.2%

検討してみる
44.9%

なかった
20.9%

100億以上

20億以上〜100億未満

10億以上〜20億未満

5億以上〜10億未満

1億以上〜5億未満

1億円以下

(%)0 5 10 15 20 25 30 35

文具
日用品・家庭用品

ギフト券・商品券・プリペイドカード
食品・飲料品

旅行・イベント参加
レジャー/スポーツ用品・玩具

衣類・アパレル用品
感染症対策グッズ

AV機器・家電・時計
パソコン関連商品

高額商品・自動車等
スマホ・携帯関連アクセサリー

現金・金
ポイント付与等

（％）0 5 10 15 20 25 30

文具
日用品・家庭用品

ギフト券・商品券・プリペイドカード
食品・飲料品

旅行・イベント参加
レジャー/スポーツ用品・玩具

衣類・アパレル用品
感染症対策グッズ

AV機器・家電・時計
パソコン関連商品

高額商品・自動車等
スマホ・携帯関連アクセサリー

現金・金
ポイント付与等

(%)0 5 10 15 20

100,000円以上

50,000円以上100,000円未満

20,000円以上50,000円未満

10,000円以上20,000円未満

5,000円以上10,000円未満

3,000円以上5,000円未満

1,000円以上3,000円未満

500円以上1,000円未満

100円以上500円未満

100円未満

(%)0 5 10 15 20 25 30 35 40



ー16ー

質問11：「今後に使用するプレミアム商品」の
最多価格帯は？

質問12：「2022年4月までのプレミアムキャンペーン」
　　　　　の多かった時期は？

質問13：「今後のプレミアムキャンペーン」を行う
予定の時期は？

質問14：貴社又は貴クライアントが行うプレミアムキャンペーンで
1回の活動に付き何種類のプレミアムを使用することが多いですか？

質問15：「プレミアムキャンペーン」で1回の活動に付き
何個のプレミアムを使用することが多いですか？

質問16：今年（2022年）の貴社又は貴クライアントの
販促総予算は昨年（2021年）と比較していかがですか？

100,000円以上

50,000円以上100,000円未満

20,000円以上50,000円未満

10,000円以上20,000円未満

5,000円以上10,000円未満

3,000円以上5,000円未満

1,000円以上3,000円未満

500円以上1,000円未満

100円以上500円未満

100円未満

(%)0 5 10 15 20 25 30 35 40

'22/ 4月

'22/ 3月

'22/ 2月

'22/ 1月

'21/12月

'21/ 9月

'21/ 8月

'21/ 7月

'21/10月

'21/11月

'21/ 6月

'21/ 5月

(%)0 5 10 15 20 25

'23/ 3月

'23/ 4月

'23/ 2月

'23/ 1月

'22/12月

'22/11月

'22/10月

'22/ 9月

'22/ 8月

'22/ 7月

'22/ 6月

'22/ 5月

(%)0 5 10 15 20

10種類以上

6〜9種類

3〜5種類

2種類

1種類

(%)0 5 10 15 20 25 30 35

10,000個以上

5,000個以上10,000個未満

1,000個以上5,000個未満

500個以上1,000個未満

100個以上500個未満

100個未満

（％）0 5 10 15 20 25 30 35

20%以上減少している

1〜20%減少している

前年度と同程度

20%以上増加している

1〜20%増加している

(%)0 5 10 15 20 25 30 35
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質問17：プレミアムを検討する上で意識するコンセ
プトは？

質問18：今後、貴方が重要視している販促プロモーション
に期待することを挙げて下さい。

質問19：本展（PIショー）を知ったきっかけは？ 質問20：本招待状が送られてきたブースを訪問
されましたか？

質問21：今回のショーについて総評をお聞かせ下さい 質問22：貴方の会社の所在地は？

安全性

新素材・新技術

話題（流行）性

エコロジー
こだわり（別注・オリジナル）

癒し効果

機能性
デザイン性

アイデア性

その他
価格

国産

（％）0 5 10 15 20

短期的・具体的成果

ブランド育成との融合

話題性・インパクト

継続的な消費者行動の動機づけ

新規顧客へのアプローチ

既存顧客の囲い込み

(%)0 5 10 15 20 25 30 35 40

ギフトショーの会場で
1.1%

新聞広告・雑誌広告
5.2%

以前から知っていた
11.5%

事務局からのEメール
3.7%

主催者からの招待
57.6%

出展企業からの招待
18.3%

ホームページ 2.6%

訪問
しなかった

22.2%

訪問した
77.8%

取引したい商品が見つかった

次回（'22/10月5日〜7日）も見に来たい

たくさん商品があっておもしろかった

製品・技術が新しかった

もっと多くの商品が見たい

非常に意義ある展示会/イベントと評価できる

海外の情報・商品をもっと入手したい

イベントが多く楽しい

もっとセミナーなどで業界の動向をつかみたい

少々マンネリ化している

その他

(%)0 5 10 15 20 25

東京・千葉・埼玉・神奈川
88.1%

愛知・岐阜・三重 0.5%

大阪・京都・奈良・兵庫 
8.8%

その他の地域 1.0%群馬・栃木・茨城・静岡・山梨
1.6%
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a)会場までの
誘導について

質問23：本展示会（PIショー）の貴方の来場回数は？ 質問24：本展（PIショー）は何時間かけてご覧になられますか？

質問25：会場内の見やすさについてお聞かせ下さい

c)ジャンル分け

d)会場内通路

b)小間の配置

e)休憩所

はじめて（会社も個人も）

はじめて（他の会社の人は来ている）

2回

3〜5回

6〜9回

10回以上

(%)0 5 10 15 20 25 30

２日以上

開場〜閉場

５時間以上

３時間以上

２時間以上

２時間以内

（％）0 10 20 30 40 50 60 70 80

わかりやすい
88.6%

わかりにくい
11.4%

悪い
1.3%

適正　50.3% 良い　48.4%

見にくい
11.1%

適正 59.7%

見やすい
29.2%

狭い
9.8%

適正　74.8%

広い
15.4%

適正
70.6%

広い
10.5%

狭い
18.9%
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質問26：最も良かったイベントは？ 質問27：プレミアム・インセンティブショーの感想は？

質問28：あなたが今までもらって一番嬉しかった
プレミアムノベルティグッズをお選び下さい。

質問29：現在の景況感について

質問30：将来的にビジネスに発展する可能性のある
　　　　 商談はいくつありましたか。

質問31：今後1年先の景況感について

特別講演 2.6%

アンケートコーナー
17.2%

ノート引換所
11.2%

出展検討コーナー 1.9%
大阪・関西万博コーナー 1.5%

第31回JPPC表彰式
6.3%

SPツールコンテスト
24.2%

新生活様式グッズ
コンテスト

15.3%

Sustainable Novelty
コーナー

13.1%

第59回JAA賞
6.7%

具体的な商談に結びついた

期待以上の商品・情報を入手した

期待通り満足している

思ったような成果がなかったが一応満足

質・量ともに不満

自分とは関係のない展示会だった

（％）0 10 20 30 40 50

家庭・日用品

ギフト券・プリペイドカード

付箋・メモ帳

防犯・防災グッズ

手帳

カレンダー

クリアファイル

ボールペン

パソコン関連アクセサリー

マスク等感染症対策グッズ

タオル

携帯関連アクセサリー

Tシャツ・ポロシャツ

うちわ・扇子

菓子・飲料等の食品

その他

(%)0 5 10 15 20 25

前年同時期よりも良くなった感じ

前年同時期とほぼ同じ

前年同時期より悪くなった感じ

わからない

(%)0 5 10 15 20 25 30 35 40

1〜5件

6〜10件

10件以上

なし

(%)0 20 40 60 80 100

今より良くなるだろう

あまり変わらない

今より悪くなるだろう

わからない

(%)0 5 10 15 20 25 30 35
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【2022年《秋》 ／2023年《春》　開催のご案内】
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お申込み・お問い合わせはコチラへ

皆様のご出展をお待ちしております。

TEL︓03-3847-9155
Mail︓premium@giftshow.co.jp

https://www.pishow.com


