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　2022年10月5日（水）・6日（木）・7日（金）の3日間、「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」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128社、来場者数は、24,031人でした。天候が不安定だったに

もかかわらず、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ち、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67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2023は、

2023年4月12日（水）〜14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 「Z世代に向けた新たなマーケティング」

名　称 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

併催イベント ●「第8回リテールプロモーションアワード 表彰式＆プレゼンテーション」

●「販促キーワード提案コーナー：キーワード【NFT】」

●「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 10月 5日（水） ・ 6日（木） ・ 7日（金）
　　※ 5日～6日：10:00～18:00　7日：10:00～17:00



【テ ー マ 及 び 展 示 内 容】
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イベント用ウェア、革製品、スポーツウェア、靴下、下着、タオル・手ぬぐい、Tシャツ、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、干支関連製品、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、スポーツ

玩具、卓上ゲーム、知育・教育玩具、図書・絵本・図鑑・子供図書、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、幼児用品、シャボン玉、アルバム、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、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、金属テーブルウェア、漆器、消臭剤・除菌剤、清掃道具、洗剤、ティッシュペーパー・ウェットティッシュ、陶磁器、籐製品・竹製

品、鍋・フライパン・やかん等、布製テーブルウェア、歯ブラシ、刃物（包丁・缶切りその他）、ビニール製品（ラップ・ごみ袋など）、ペッ

ト用品、防災非常用品、木製テーブルウェア、料理道具、コースター、箸、アイデア電気製品、ヘルスケア、ボディ・スキン・ヘアケア

製品、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、カーペット・マット、ハンディクラフト、生花・観葉植物・ドライフラワー、造花・人工樹木、時計、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、インテリア小物、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、香水、財布・小銭入れ・定期入れ等、手袋・

軍手、ポーチ・巾着、眼鏡、ワッペン・刺繍、ピンズ・ピンバッジ、健康グッズ、ヒーリング商品各種 和雑貨、缶バッジ、ガーデニング

グッズ、カー用品、アウトドア・キャンピンググッズ、クーラーボックス・クーラーバッグ、ゴルフ用品、水筒、双眼鏡・オペラグラス、ラン

チボックス、レジャー・トラベル用品、レジャーシート、レジャーチェア・テーブル、種・球根、応援グッズ、お菓子、コーヒー・紅茶、清

涼飲料水、ミネラルウォーター・自然水、冷凍食品、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、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、抽選器・ガラポン、バルーン・気球、各種プリントシステム・印刷

サービス、デザイン・写真などの版権、タイアップ企画・協賛企画、ダイレクトマーケティング、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、トロフィー・メダル・記念品、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、婚礼ギフト・引き出物、会葬返礼

品・粗供養品、流通支援、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、店舗什器、各種印刷機器・印刷シ

ステム、アクリル加工、シリコン加工、セットアップサービス、感染症対策グッズ、その他

主な出展品目

テーマ：「Z世代に向けた新たなマーケティング」

●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

今までの価値観や消費行動が変化してきています。特にZ世代と呼ばれる1990年代後半から

2000年代前半に生まれた世代は、生まれた時から“デジタルネイティブ”として、時間の使い方や

価値観などが人それぞれに変化してきており、多様性を持った考え方が根付いてきています。そ

のため従来のマーケティング手法ではなかなかリーチできず、新たな購買行動への対応もできな

い状況となっており、その状況をいち早く打破するため、新たな手法が早急に求められています。

そこで、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では、「Z世代に向けた

新たなマーケティング」をテーマに掲げ、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66回インターナショナル

秋2022
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【開　会　宣　言】
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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

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』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。また、３年ぶりにプレミアム・インセンティブショーの開会式を執り行

えることを大変うれしく思います。

さて今回の開催テーマは、「Z世代に向けた新たなマーケティング」です。

今までの価値観や消費行動が変化してきています。特にZ世代と呼ばれる1990年代後半から2000年代前半に生ま

れた世代は、生まれた時から“デジタルネイティブ”として、時間の使い方や価値観などが人それぞれに変化してき

ており、多様性を持った考え方が根付いてきています。そのため従来のマーケティング手法ではなかなかリーチで

きず、新たな購買行動への対応もできない状況となっており、その状況をいち早く打破するため、新たな手法が早

急に求められています。そこで、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では、「Z世代に

向けた新たなマーケティング」をテーマに掲げ、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。

今回も会場では、多彩なイベントも展開いたします。10月5日（水）午後1時30分より、会場内特設ステージにて、第8

回リテールプロモーションアワード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。実店舗において数多く

実施されたリテールプロモーションのなかで、戦略・戦術的に優れたプロモーションを表彰いたします。また受賞者

プレゼンテーションは、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、ぜひご参加ください。さら

に特設ステージで実施される表彰式ならびに5本の特別講演をオンラインにて「ライブ配信」も行います。こちらも合

わせてご期待ください。同じく会場内にて、特別企画【販促キーワード提案コーナー】を4年ぶりに展開いたします。

このコーナーでは、注目の“販促キーワード”をプレミアムショー事務局で選定し、そのキーワードに則した提案・展

示などを行います。今回のキーワードは、【ＮＦＴ】です。NFT技術の導入により、販促においてもデジタルアイテムが

景品として活用でき、更に景品の価値を高めることによる効果向上も見込めるようになってきました。プレミアム・イン

センティブショーでは、販促に新たな価値をもたらすNFTを活用した販促システム・デジタルアイテムなどを紹介す

るとともに、NFTが今後どのように活用されるのかも含めて、皆様にご提案いたします。今最も注目されている最新技

術をご覧いただき、皆様のビジネスへのヒントになればと思っております。

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

たします。今、販売促進グッズの中で最も注目を集めている2つのジャンルを展開し、出展社様と来場者様の円滑

な商談をサポートいたします。

来場者様の皆様に特典もご用意しております。会期中に、招待券をお持ちいただいた方には、毎日先着300様に、

プレミアム・インセンティブショーオリジナルの「ハードカバーノートブック」をプレゼントします。またVIP登録のご来場

者様には、会期中毎日先着50名様にVISAギフトカード500円分をプレゼントいたします。

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　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

活動に必ず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 10月 5日　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4Fにて〜



【結　果　概　要】
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出展社数 128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 Z世代に向けた新たなマーケティング

主　催 株式会社ビジネスガイド社

会　期 2022年 10月 5日（水）・6日（木）・7日（金）
※ 5日～6日：AM10:00～PM6:00　7日：AM10:00～PM5:00

10月 5日（水） 【雨】

【雨】

【雨】

6,818人

8,641人

8,572人

24,031人

10月 6日（木）

10月 7日（金）

合　計

初
日

２
日
目

３
日
目

月　　日 来場者数（延べ）

開会式

来賓祝辞

・一般財団法人 対日貿易投資交流促進協会　理事長　樋口 勉 様

来賓

・日本小売業協会　専務理事　赤木 剛 様

・公益社団法人 日本アドバタイザーズ協会　専務理事　鈴木 信二 様

・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　専務理事　宮久 哲実 様

・一般社団法人 日本イベント協会　副会長　石山 盛也 様

・株式会社サンシャインシティ　専務取締役　真保 順一 様

出展社代表 挨拶

・株式会社モノファクトリー　代表取締役社長　廣瀬 新治 様

主催者挨拶・開会宣言

・株式会社ビジネスガイド社　会長　芳賀 久枝

・株式会社ビジネスガイド社　代表取締役社長　芳賀 信享

2022年 10月5日（水）9：45より、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4Fに於いて、出展者、来場者多数ご参列の中、行われました。



【来　場　者　内　訳】
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●法人ユーザー/広告主  34.7％

 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  28.2％

 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  25.4％

 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   10.5％

 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    1.2％

 報道/出版

 その他

32.5％

2.2％

21.6％

3.3％

2.3％

0.5％

0.5％

11.8％

 8.3％

3.5％

1.1％

 0.7％

6.2％

2.8％

0.8％

0.5％

0.1％

0.1％

1.0％

0.2％

来場者合計

延べ 24,031人

３日間合計
延べ24,031人

地域・職域生協 0.1%

法人ユーザー
34.7%

広告会社・
エージェント

28.2%

サプライヤー・
ディーラー

25.4%

リテール・ショップ

　10.5%

その他 1.2%

官公庁・公共団体・
各種任意団体 2.2%

企業ユーザー・広告主
32.5%

広告代理店・SPエージェンシー
21.6%

イベント関連/
マルチメディア関連  3.3%

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 2.3%

印刷業
11.8%

販促品・記念品・
贈答品メーカー

8.3%

販促品・記念品・
贈答品の卸・直販業  3.5%

ルート卸 1.1%
輸出入商社 0.7% 小売店頭（百貨店・

専門店・量販店）
6.2%

通信販売／訪問販売 
2.8%

ホテル／レストラン／結婚式場 0.8%
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%

その他 0.2%
報道／出版 1.0%



【出展社一覧】
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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

【ア】

【カ】

【サ】

（株）アクティー

（株）浅川製作所

朝倉染布（株）

アサヒ・インターナショナル（株）

（株）朝日化成

旭化成ホームプロダクツ（株）

（株）アズコム

（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）Award Style

（株）板野紙工

（株）イメージ・マジック

イワタニアイコレクト(株)

Well be[(有)笹尾印刷所]

（株）エイコー

（株）エイチ・ディー・エス

　[（株）ハナヤマグループ]

オミ（株）

カーディナル（株）

クリアファイルのかさまーと

加陽印刷（株）

缶バッジ専門工場 CREAｍ（クリーム）

（株）カンベ

（株）キースター

（株）キャライノベイト

（株）共和

（株）清原織物

グランド印刷（株）

（株）グリーンゲイブルス

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）

抗ウイルスマスク・ピアレスガード

（株）国府印刷社

Coprire （コプリーレ）

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

コロンコーヒー ロースターズ

サイモン

（株）サナリス

（株）サンエイ企画

（株）サンオー　縁起物ふくふく亭

（有）サンコー

QRコード関心度調査・MOVIE 

　DM（株）サン・プロンプト

山陽製紙（株）

（株）三和

三和綜合印刷（株）

（有）ジーエー

CP JAPAN TRADING (株) / 　

　HANGZHOU EASY PLUS 　　

　TECHNOLOGY Co.,Ltd.

ジオストラ（株）

敷島産業（株）

（有）下野装飾

上西産業（株）

城北紙器梱包（株）

白河市産米需要拡大推進協議会

（株）シンクスデザイニングプロ

杉山金属（株）

SPEX

（株）ゼロゲージ

　（寧波市鄞州真戈進出口有限公司）

千客万来

第一資料印刷（株）

（株）泰誠

大同至高（株）

タオルショップ・ジェイピー

京都 （株）谷口松雄堂

（株）丹後

danbal

中央印刷（株）

2 smiles novelty（シサム工房）

（株）ディー・エム広告社

（株）ティーズファクトリー

（株）デザイズミ

デジタルランド（株）

テン・カラット（株）

東京製旗（株）

東京和晒（株）

東洋スチール（株）

（株）トーダイ

Tomari/Kohhan brand

富安金属印刷（株）

長井紙業（株）

ナカニ染工場

（有）中本製作所

（株）ナストーコーポレーション

新居田物産（株）

（株）日興インターナショナル
日繊商工（株）

（株）二友

ニヨド印刷（株）

（株）ネクストインターナショナル

(株)猫舌堂

輪島うるし箸　橋本幸作漆器店

（株）ハセガワ

（株）服部

はなふさ絵本工房

PRウォーター/小田原紙器工業（株）

（株）光

Visaギフト vanilla

100%植物由来バイオプラスチック 

「PLANEO™（プラネオ）」

（株）フィット

（株）扶桑

（株）プラテックヤマヨシ

（株）プランシェイプ

フロンティアジャパン（株）

（株）ベル玩菓

（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）マツヨシ

（株）マルエムPOP/ロジ丸パッケージ

丸十（株）

（株）ミマキエンジニアリング

（株）メリケンインターナショナル

（株）モノファクトリー

モリアゲアドバイザー

森永製菓（株）/おかしプリント

（株）八木商事

（株）山櫻

（株）山セ協栄商店

（株）山星屋

リゲン貿易（株）

（有）レトロバンク

（有）ロキシィ商会

（株）YSC

【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

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

堀 かおり氏

F-1 10月5日（水）　11︓30～12︓30

TikTokやInstagramの発見タブなど、自分向け
にカスタマイズされた情報を受け取ることに慣
れているZ世代。ハッシュタグ検索などは定番
化しつつある一方で、はじめから自分に合った
情報しか表示されない環境が出来上がってき
ているため、自ら検索行動を起こす機会が減っ
てきているようです。そんな受動的なZ世代に
情報を届ける方法と、購買に結びつけるコツに
ついてお話します。

F-3 10月6日（木）　11︓30～12︓30

F-7 10月7日（金）　13︓00～14︓00

F-2 10月5日（水）　13︓30～15︓00

F-4 10月6日（木）　13︓30～14︓30

新製品コンテスト～表彰式～

F-6 10月7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文化会館4F特

設ステージにて行います。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!!

F-5 10月6日（木）　15︓30～16︓30

"おすすめ慣れ"した受動的なZ世代への
　　　　情報の届け方と購買に結びつけるコツ

Connectiv株式会社 
代表取締役

石井 裕希氏

Web3業界が急成長すると共に、4兆円規模まで

急拡大したNFT市場。NFTアートが一躍有名にな

ったものの、NFTとはどういうものなのか、どのよ

うに活用できるのかを実例を交えて解説。講演

にご参加頂いた方にはオリジナルNFTをプレゼ

ントいたします。

Web3で次世代のプロモーションを
  〜"NFT"の仕組みと活用法〜

株式会社山櫻
代表取締役社長

市瀬 豊和氏

「企業活動を通じてSDGsへ貢献したい」という意識が

広がる中、どのようにアプローチすれば良いのか？に

悩む企業はまだまだ多くいらっしゃると思います。本講

演では「人・環境・社会へ優しいエシカルなものづくり」

に取り組む当社が持続可能な社会の創出に欠かせ

ない「フェアトレード」や「サーキュラーエコノミー」といっ

た考え方をビジネスにどのように取り入れ、進めてき

たのか？を実践事例と共にご紹介致します。

「人・環境・社会」へ優しいものづくりとは？
～持続可能な社会の創出を目指して～

山見インテグレーター株式会社
神戸支社長／

商品出世PRプロデューサー®

中島 史朗氏

マスコミに取り上げられる「プレスリリースの書
き方・送り方　７つの必勝方程式」（①３つのW
②３つのプロセス③歓迎されるネタ・７つの条
件④ドラマを引き出す5つの質問⑤プレスリリー
ス3弾ロケット作戦⑥担当者ストーカーアプロー
チ⑦情報発信の必勝方程式）を、実践演習を通じ
て習得いただきます（参加者全員に「プレスリリ
ース作成戦略企画表」「プレスリリース雛形」「ド
ラマを引き出す５つの質問シート」進呈します）

広告費ゼロ！プレスリリースを活用して勝手に
売れていく必勝方程式

環境省
　環境再生・資源循環局
総務課リサイクル推進室

室長補佐

江藤 文香氏

国内のプラスチックの資源循環を強化する必要
性から、「プラスチックに係る資源循環の促進等
に関する法律」が2021年６月に成立、2022年４
月に施行されました。この法律は、プラスチック製
品の設計から廃棄物の処理に至るまでのプラス
チックのライフサイクル全般で、事業者・消費者・
国・地方公共団体などすべての主体による３Ｒ＋
Renewableの取組を促進するものです。本法律
の概要及び各主体の役割について解説します。

「プラスチック資源循環法施行」の背景と
意義について

新製品コンテストでは、投票いただくと

空くじなしの景品がもらえます︕
新製品コンテストでは、投票いただくと

空くじなしの景品がもらえます︕

第8回リテールプロモーションアワード
表彰式＆受賞者プレゼンテーション

数多く展開されたプロモーションの
中で、企画的に優れたプランニン
グに栄誉を贈ります。

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︕



【第8回リテールプロモーションアワード】
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会場：サンシャインシティ 文化会館ビル4F コンベンションセンター 会場内特設ステージ

★ 第8回リテールプロモーションアワード　表彰式＆受賞者プレゼンテーション

インターネット通販が大きな市場を形成しつつある中、小売業界では、ネットとリアル店舗の相乗効
果を高めるオムニチャネル戦略が始まっています。スマホを駆使する消費者に実店舗に来店しても
らうためのマーケティング戦略として、集客や販売を行うための各種戦術が店舗において実施され
ています。実店舗では、多種多様な戦術により消費者の購買意欲を引き出し、インターネット通販
では難しい “プラスα” の購買行動を促す事も可能です。また、かつてない盛り上がりを見せるイン
バウンド対応も重要です。このような買い物“体験”をお客様に提供することこそが、実店舗の最大
限の強みであると言えるのではないでしょうか。そこで、プレミアム・インセンティブショーでは、『リ
テールプロモーションアワード』を開催、実店舗における優れた集客・売買支援プロモーションを表
彰しています。より一層実店舗を活性化し、そして更に優れたプロモーション・プランニングの創作
意欲へのインパクトになれば、というのがこのアワードの主旨です。
数多くのリテールプロモーションのなかで、戦略・戦術的に優れたプロモーションに、アワードの栄
誉を贈ります。

審査委員
 ・木内　勢津子氏 【（株）キウチ・ビジュアル・アソシエイツ　代表取締役】

 ・坂井田　稲之氏 【（社）日本プロモーショナル・マーケティング協会 顧問】

 ・鈴木　秀昭氏  【日本小売業協会　理事・事務局長】

 ・芳賀　信享  【（株）ビジネスガイド社　代表取締役社長】

「リテールプロモーションアワード」の主旨

日時：2022年 10月 5日（水）　１３：３０〜１５：００

受賞企画 ※実施企業・団体名五十音順

★「ファミリーマート40周年プロジェクト『40のいいこと!?』」
　　■実施企業：株式会社ファミリーマート　　■広告代理店：株式会社電通

　　■製作・サポート会社：株式会社スパイス、株式会社 blender、

  　　　株式会社電通PRコンサルティング

★「Paul Stuart 青山本店 Annual Promotion」
　　■実施店舗／企業：Paul Stuart 青山本店／株式会社三陽商会

★「～リアル×ソーシャル～
 新たなショッピング体験を提案する『Meetz STORE』」
　　■実施企業：Meetz STORE（新宿タカシマヤ）

　　■製作・サポート会社：株式会社ジョージクリエイティブカンパニー

★「ルミネのアートアワード『LUMINE meets ART AWARD』
　10周年記念特別企画『LUMINE meets ART AWARD アーカイブ
　・エキシビション』 」
　　■実施店舗：株式会社ルミネ

★「ワールド　エコロモ　キャンペーン」
　　■実施企業：株式会社ワールド

　　■関係会社：株式会社フィールズインターナショナル



【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 10月5日〜7日 10：00から 16：00まで

2.審査会／2022年 10月6日（木） 14：00〜15：30

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　デジタル制作本部　

    神戸デザインルーム部長　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：『ヒノキのカップホルダー（S）』

参考上代（税込）：\990

★出展社名：（株）キャリアコンサルティング
★商品の特徴：間伐材で作ったカップホルダー。
   　コースターとしても使用可能。

商品名：『肉まんタオル』

参考上代（税込）：\605

★出展社名：（株）光
★商品の特徴：かわいい肉まん型に圧縮されたタオル。
   　オリジナルプリント可能。

準大賞 商品名：『卵の殻のボールペン』

参考上代（税込）：　オープン

★出展社名：（有）ロキシィ商会
★商品の特徴：卵の殻をベースとしたプラスチック代替
   　素材によるボールペン。



【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：『2WAY式 真空ステンレス製タンブラー GUO-025』

参考上代（税込）：\2,640 

★出展社名：（株）二友
★商品の特徴：通常のタンブラー使いとテイクアウト
   　カップイン使いの2WAY式。

商品名：『ワイヤレススピーカー』

参考上代（税込）：\4,000

★出展社名：（株）アライヴ
★商品の特徴：スマートフォンなどに置くだけで、
   　再生中の音を増幅できます。

審査員特別賞 商品名：『道しるべ　我が家の小さなお坊さん』

参考上代（税込）：　\10,000

★出展社名：（株）日興インターナショナル
★商品の特徴：そうだ！！落ち込んでしまう時、頼りに
   　なる我が家のお坊さんの般若心経。

準大賞 商品名：『スマホ用非接触サーモメーター』

参考上代（税込）：\9,800

★出展社名：（株）ネクストインターナショナル
★商品の特徴：卸840円！コンパクトサイズで持ち運び
   　に便利です。 
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来場者アンケート集計結果
実施期間：2022年10月5日（水）～7日（金）10：00～17：00　※最終日は16：00

実施場所：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1.9%

設計・開発・製造 
3.3%

財務・経理2.3%

総務・渉外・広報
2.6%

仕入・購買 9.4%

経営・社業
13.3%

販売促進・企画34.1%

マーケティング
7.5%

営業・販売24.7%

外商部1.0%

その他
5.9%

経営者・取締役・
役員クラス30.1%

部長クラス
13.6%

課長クラス
11.7%

一般社員・職員
25.8%

係長・主任クラス
12.9%

マスコミ関連 1.1%

販促品/記念品の卸/
直販業 13.8%

販促品製造業
5.3%

メディアオーナー0.5%

官公庁・公共団体 3.8%

企業ユーザー・
広告主20.7%

広告代理店・
SPエージェンシー

19.0%

外商 1.2%

小売店・
流通業13.6%

商社・輸出入商社  3.0%

イベント企画・
運営 4.1%

サービス業
11.9%

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
50.0%ある程度はある

38.7%

ない
11.3%
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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：「2022年4月～2022年10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
36.8%

検討してみる
47.4%

なかった
15.8%

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

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

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



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10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

'22/10月

'22/ 9月

'22/ 8月

'22/ 7月

'22/ 6月

'22/ 3月

'22/ 2月

'22/ 1月

'22/ 4月

'22/ 5月

'21/12月

'21/11月

(%)0 5 10 15 20

'23/ 9月

'23/10月

'23/ 8月

'23/ 7月

'23/ 6月

'23/ 5月

'23/ 4月

'23/ 3月

'23/ 2月

'23/ 1月

'22/12月

'22/11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 40

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 40
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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 3 6 9 12 15

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

ギフトショーの会場で
3.3%新聞広告・雑誌広告

3.3%

以前から知っていた
14.9%

事務局からのEメール
10.0%

主催者からの招待
63.9%

出展企業からの招待
15.6%

ホームページ 10.0%

訪問
しなかった

11.1%

訪問した
88.9%

取引したい商品が見つかった

次回（'23/4月12日〜14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
83.8%

愛知・岐阜・三重 3.4%

大阪・京都・奈良・兵庫 
7.4%

その他の地域 0.7%
群馬・栃木・茨城・静岡・山梨

4.7%
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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
76.3%

わかりにくい
23.7%

悪い
4.8%

適正　51.6%

良い　43.6%

見にくい
13.7%

適正 61.3%

見やすい
25.0%

狭い
20.2%

適正　63.9%

広い
15.9%

適正
78.8%

広い
5.1%

狭い
16.1%
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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
4.2%

アンケートコーナー
16.6%

ノート引換所
14.5%

出展検討コーナー 1.2%
大阪・関西万博コーナー 2.9%第8回RPA表彰式

2.9%

SPツールコンテスト
22.8%

新生活様式グッズ
コンテスト

20.8%

Sustainable Novelty
コーナー

10.8%

販促キーワード提案
【NFT】

3.3%

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 5 10 15 20 25 30 35

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

1〜5件

6〜10件

10件以上

なし

(%)0 10 20 30 40 50 60 70 80

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 40
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【2023年《春》 ／2023年《秋》　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


