
出展企業紹介や製品・サービスPR動画の閲覧
各出展企業が掲載する会社紹介や製品・サービス PR の動画や画像を閲
覧することが可能です。

出展企業の資料ダウンロード
各出展企業のパンフレットや製品・サービス提案シート等をダウンロード
することができます。

チャット機能
チャットツールにより、出展者の担当者へ気軽に問い合わせることが出来
ます。製品に関する質問や見積依頼などでご活用ください。

商談予約機能
商談を希望する出展企業に、オンライン商談、もしくはリアル展当日の
対面商談申込を行うことが可能です。
オンライン商談は日時指定が可能ですので（※オンライン展期間中のみ）
お互いの都合の良い時にご商談いただけます。

ビデオ商談機能
オンライン会場独自のビデオ商談ツールを用意しており、オンライン会
場内で全てが完結します。

■ 会場アクセス

■ 新型コロナウイルス感染症対策
皆様を安全にお迎えし、安心して商談いただける空間を提供するため、
本展示会では政府、東京都、業界団体、会場施設などのガイドラインに基づき徹底した新型コロナウイルス感染症対策を実施します。

来場者へのお願い 主催者として実施すること

「東京版新型コロナ見守り
サービス」「新型コロナ接触
確認アプリ（COCOA）」を
ご活用ください

来場者間のソーシャル
ディスタンスの確保を
お願いします。手指消毒をお願いします。

設置する消毒液を使用し、
会場入口や会場内に

発熱（37.5°C 以上）、
咳がある場合、体調が優れ
ない場合（倦怠感、息苦しさ）の
ご来場は
お断りします。

ご来場ください。
マスクは必ず着用して

お願いします。
事前の来場登録を

救護所を設置して
体調不良者への対応を
徹底します。換気を実施します。

扉の開放による
空調設備の稼働や

セミナー会場や商談コーナーで
飛沫防止対策とソーシャル
ディスタンス確保を徹底します。

検温を実施します。
会場入口で

■ 事前来場登録 来場には事前の登録が必要です（登録無料）

【来場のお問合せ】ハローダイヤル　050-5541-8600（9:00〜20:00 全日）
中小企業マーケットＴＯＫＹＯ２０２２事務局
TEL 03-5530-1362（10:00～17:00　土・日・祝日を除く）FAX 03-5530-1222
E-mail chusho-mkt@tokyo-bigsight.co.jp
事務局住所　〒135-0063　東京都江東区有明 3-11-1（株）東京ビッグサイト内

招待会社 小間番号

公式ウェブサイトに
アクセスし
来場登録

来場者証（バーコード）を
A4用紙にカラーで
プリントアウトして
会場に持参

入場ゲートで
専用ホルダーに入れて
来場者証を
提示して入場

❸❷❶

主催／共催 : 東京商工会議所／株式会社東京ビッグサイト
後援：東京都商工会議所連合会／東京都商工会連合会／公益財団法人東京観光財団／
一般社団法人東京都信用金庫協会／一般社団法人東京都信用組合協会／東京信用保証協会／
一般社団法人東京都中小企業診断士協会／日本小売業協会／一般社団法人全国スーパーマーケット協会
入場無料（登録制）　※本案内状のご持参だけでは入場できません。（事前登録制）

来場のご案内

東京ビッグサイト

※ご来場の際は、できるだけ公共交通機関をご利用ください。〈2021年11月現在〉

電 車

バ ス

水上バス

都営バス

京浜急行バス

約40分

約55分

約40分
約30分

● 東京駅丸の内南口（JR、地下鉄）

● 門前仲町（地下鉄）

● 東京駅八重洲口（JR、地下鉄）

● 横浜駅東口

空港リムジンバス
約25分● 羽田空港

約30分● 日の出桟橋 （JR浜松町駅下車、徒歩7分）

りんかい線 下車徒歩約7分

下車徒歩約3分ゆりかもめ

●新木場駅（JR、地下鉄） 約5分

約14分

約22分
約8分

国際展示場駅

東京ビッグサイト駅
● 新橋駅（JR、地下鉄）

● 豊洲駅（地下鉄）

● 大崎駅（JR）

約20分● 豊洲駅（地下鉄）
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コロナ時代を生きる中小企業のための展示会を東京商工会議所が初開催！■ イベント企画

出展企業と来場者との個別商談を実現！　

商談マッチング企画！
中小企業のお悩み解決！

相談会企画！
同時開催のオンライン展示会内
にて、出展企業へリアル展示会中
の対面商談をお申し込みいただ
けます。出展企業は来場者の登
録・提案情報をもとに商談可否を
回答いたしますので、当日はミス
マッチの少ない商談が可能とな
ります。商談時間・商談テーブル
は事務局にて調整いたします。

オンライン商談に加え、
当日商談ブースでの商談予約も可能です！
〜商談までの流れ〜
①オンライン展にて、来場者は商談を希望する企業に申込
②指名を受けた出展者は、申込者の情報をもとに商談可否を回答
③現地商談希望の場合 ⇒ 事務局にてスケジュールと商談場所を設定
④当日、指定のテーブル・時間にて詳細な商談を実施！

本展示会の会期中に中小企業診
断士等による相談ブースを展開
いたします。事前予約制（※一部
フリー相談有）ですので、決まった
時間に自社の課題についてご相
談いただけます。
詳細、お申込みは下記サイトを
ご確認ください。

東京商工会議所ホームページ
（12月7日より受付開始・先着順）
https://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-109097.html

東京商工会議所で
実績のある専門家が参加予定！

その他、学生による出展企業のインタビュー企画や、
出展企業のＰＲ動画の会場放映等も行っております。

■ オンライン展　　2022年1月17日（月）〜1月31日（月）

リアル展の事前来場登録がオンライン展の入場登録も兼ねてお
り、リアル展に入場するための来場者証の発行とオンライン展の
登録が一度に完了します。リアル展当日、A4 用紙にカラーでプ
リントアウトした来場者証をご持参いただくことでスムーズにご入
場いただけます。また、オンライン展の充実したコンテンツにより、
スムーズな事前・事後の情報収集と遠隔での商談を実現します。

「アフターコロナ」をテーマに4つの異なる分野の企業が一堂に集結

本展示会の特長

本展示会は「リアル展」 と 「オンライン展」 の 
『ハイブリッド開催』となります。

本展示会は商談のための展示会です。

フード│food

小売用商品・業務用商品メーカー、飲食店等

ものづくり│manufacturing

加工技術・部品、IoT・IT、エネルギー等

ライフスタイル│life style

雑貨・インテリア、アパレル、ヘルスケア等

観光、体験サービス│experience

観光、体験サービス等

◆ 東京商工会議所のネットワークを駆使したビジネスマッチング
  中小企業を中心に約300社が出展。業種を超えた新たな出会いを実現します。
 商談マッチング企画によりビジネスマッチングを最大化・最適化します。

◆ リアルだけではなくオンラインでも効果的な商談
 リアルとオンラインのハイブリッド開催で、
 当日会場にお越しいただけない方も商談が可能です。

◆ 東京商工会議所ならではの主催者企画
  タイムリーなテーマで、業界の第一人者によるセミナーを実施。
  中小企業診断士等による経営相談ブースもご用意しています。

ご来場には中小企業マーケットＴＯＫＹＯ２０２２
公式ウェブサイトでの事前登録が必要です。

中小企業マーケット 検索

https://chusho-mkt.tokyo

中小企業マーケット 検索

https://chusho-mkt.tokyo @chushomkt chushomkt

●1人1登録でお願いします。　
●来場者証（バーコード）を印刷して会場へおこしください。

SNS（Twitter・Facebook）でも最新の情報を発信しています。ぜひフォローしてください。

中小企業マーケット 検索 https://chusho-mkt.tokyo

@chushomkt chushomkt

https://chusho-mkt.tokyo

■出展者ブースページ

オンライン展に来場登録いただくことで、出展企業情報の確認の他、出展担当者へのチャットやオンライン・リアル商談の申込等様々な
充実したコンテンツをご活用いただけます。事前に出展者情報を把握したうえでリアル展にご参加したい、ご都合によりリアル展に来場
できない、といった方などにオススメです。 ■チャット

■オンライン商談画面

【来場のお問合せ】ハローダイヤル　050-5541-8600（9:00〜20:00 全日）



フード
food

有限会社アクアス 菓子・パン類
株式会社アグルス 調味料・香辛料
アプリコットシステム株式会社 飲料・酒類
アルビーナアンジェラ株式会社 飲料・酒類、その他(瓶詰め食品類)
株式会社アレグレス 飲料・酒類
イナバ商事株式会社 菓子・パン類、飲料・酒類
ｍｆｔ株式会社 飲料・酒類
遠忠食品株式会社 肉・水産・農産加工品
扇酒屋堂株式会社 調味料・香辛料
株式会社オールウェイズ 飲料・酒類
株式会社ALL WRIGHT 飲料・酒類
株式会社岡直三郎商店 調味料・香辛料
株式会社海東ブラザース 飲料・酒類
株式会社カジワラキッチンサプライ 菓子・パン類、惣菜・弁当類
株式会社ギガデイン その他(油そば)
株式会社栗原園 菓子・パン類
有限会社KuRoKo 米穀・大豆加工品
小林製菓株式会社 菓子・パン類
三裕製菓株式会社 菓子・パン類
合同会社J.BRIDGE 調味料・香辛料
株式会社静岡産業社 その他（包装資材・消耗品・機器）
株式会社島村商店 肉・水産・農産加工品
スパーク株式会社 飲料・酒類、感染防止グッズ
株式会社創風土 肉・水産・農産加工品
大陸通商株式会社 肉・水産・農産加工品
田辺インターナショナル株式会社 調味料・香辛料
玉川食品株式会社 肉・水産・農産加工品
株式会社トライ・インターナショナル 調味料・香辛料
西の誉銘醸株式会社 飲料・酒類
日本サブウェイ合同会社 菓子・パン類、その他(加盟店募集)
株式会社日本フランチャイズ総合研究所 その他(外食コンサル(チェーンビジネス))
株式会社NEWAY その他(厨房機器、デリバリー用梱包機械)
ニュー東京製菓株式会社 菓子・パン類
ネイチャーライフ株式会社 その他（各種食品添加物、機能素材）
株式会社ハニージャパン 肉・水産・農産加工品
株式会社羽田麦酒 飲料・酒類
株式会社ハルコ 肉・水産・農産加工品、調味料・香辛料、菓子・パン類

有限会社ピコフードサービス 飲料・酒類、その他
(グローサリーのカテゴリーに属する商材)

有限会社ヴィルゴビール 飲料・酒類
プートン葡萄酒 飲料・酒類
Health & Wellness Partners株式会社 その他(健康食品)
株式会社ホワイエ 菓子・パン類
株式会社マイライフデザイン 飲料・酒類、その他（ゼリー）
マリンライフ株式会社 その他
有限会社丸の内 菓子・パン類

株式会社RAISE WORLD その他
(ハチミツ、各種設計･制作、環境･新エネルギー、体験プログラム)

株式会社ローズメイ 肉・水産・農産加工品

ライフスタイル
life style

アーキ株式会社 生活雑貨、ファッション
あけび動作の学校株式会社 生活雑貨
アジア・ラゲージ株式会社 生活雑貨
株式会社ASQUA 生活雑貨
株式会社アズコーポレーション 生活雑貨
株式会社アミザージ 生活雑貨、感染防止グッズ
合同会社アムリタラボラトリー 美容グッズ
有限会社アリヤーナ 生活雑貨

株式会社ANTY’S その他(スポーツサプリメント)
株式会社伊高 健康グッズ
石川金網株式会社 感染防止グッズ

泉サロン 感染防止グッズ、美容グッズ、健康グッズ、
ヘルスケア関連

イチバンライフ株式会社 ヘルスケア関連
いであ株式会社 ヘルスケア関連
イデタ株式会社 インテリア
株式会社いぶき ヘルスケア関連
株式会社VIRTU 美容グッズ、ヘルスケア関連
有限会社内野製作所 その他
株式会社エイチ・エス・エス 感染防止グッズ
株式会社エースワン その他（防犯カメラ機器・システムの販売）
株式会社エキワ 美容グッズ、健康グッズ、ヘルスケア関連

株式会社エコテクノ 感染防止グッズ、医療・介護グッズ、
ヘルスケア関連、その他(冷却ベッド)

おかめ工房 インテリア
株式会社オピカ　アルバムえほん事業部 ベビー・キッズグッズ
株式会社オフィス・ヒロ その他(サスティナブルなグッズ)
株式会社Gerbera ファッション
株式会社かじ新 生活雑貨、インテリア
有限会社加藤紙器製作所 生活雑貨、事務用品、その他(紙製品)
哉子デザイン ファッション
株式会社カネトミ ファッション
カラーテクノ株式会社 ファッション、その他(建設用グッズ)
株式会社CHIMERA 生活雑貨
クリオインターナショナル株式会社 生活雑貨、ファッション、ベビー・キッズグッズ
グローバル・エコロジー株式会社 感染防止グッズ
有限会社KuRoKo インテリア
株式会社KLC その他(不動産サービス)
株式会社K.グラヴィティ 美容グッズ、健康グッズ、ヘルスケア関連
株式会社ケープランニング 生活雑貨、インテリア
株式会社COAROO ファッション
国際医療健康推進センター株式会社 ヘルスケア関連
合同会社KOKO 感染防止グッズ、医療・介護グッズ

コノコ医療電機株式会社 感染防止グッズ、美容グッズ、健康グッズ、医療・
介護グッズ、ヘルスケア関連、体験プログラム

株式会社小林 生活雑貨、事務用品
株式会社コミュニケーションエンジニアーズ 生活雑貨
株式会社Cycle 生活雑貨、ファッション
ザオー工業株式会社 生活雑貨
株式会社佐藤製作所 その他(アウトドアグッズや生活雑貨の修理サービス)

有限会社三幸電機製作所
生活雑貨、事務用品、インテリア、ファッション、
ベビー・キッズグッズ、キッチングッズ、
感染防止グッズ、ヘルスケア関連

三調株式会社 美容グッズ、健康グッズ、医療・介護グッズ、
ヘルスケア関連

さんぽみち総合研究所株式会社 健康グッズ、ヘルスケア関連
J&C流通コンサルティング株式会社 その他（教育）
株式会社JPstream その他(フォトスタンド・ギフト)
志幸技研工業株式会社 その他(見守りシステム)
株式会社芝堅 生活雑貨
下北沢リフルシャッフル ファッション
株式会社ジャパンヘナ 美容グッズ
シャルマン・フルール株式会社 ファッション
株式会社新光電気 感染防止グッズ
有限会社しんのう企画 ヘルスケア関連
株式会社スーパープランナーズ インテリア、感染防止グッズ
SK8INSOLL株式会社 健康グッズ、医療・介護グッズ、ヘルスケア関連
株式会社スピンドル その他（コインランドリー）
株式会社スプレンダーISO 感染防止グッズ、美容グッズ、健康グッズ
有限会社精工パッキング 生活雑貨
株式会社SOPIC ファッション、感染防止グッズ、ヘルスケア関連
大水株式会社 事務用品
株式会社タッグ 生活雑貨、ファッション
株式会社谷口化学工業所 生活雑貨、インテリア

株式会社ダブリュー・ビィ・ジャパン その他(防犯・セキュリティ)
株式会社つえ屋 生活雑貨
株式会社展示構成 感染防止グッズ
toy-spice! ベビー・キッズグッズ
東京ビジネス株式会社 その他（印刷・動画制作）
同南商事株式会社 生活雑貨、美容グッズ、健康グッズ
株式会社トーキンコーポレーション 生活雑貨、事務用品
株式会社トキメキデザイン 生活雑貨
合同会社どすこいJAPAN ファッション
株式会社トネ製作所 キッチングッズ
有限会社トロフィー佐藤 生活雑貨
一般社団法人日本遺言執行士協会 その他(終活グッズ)
日本エンゼル株式会社 医療・介護グッズ
日本ジェル株式会社 生活雑貨、医療・介護グッズ、ヘルスケア関連
日本リユースシステム株式会社 ファッション
合同会社NL ファッション
株式会社パール 生活雑貨、感染防止グッズ
株式会社ハセガワ 感染防止グッズ
株式会社蜂の宝本舗 美容グッズ、ヘルスケア関連
はな壱 ファッション
株式会社華コーポレーション 美容グッズ、健康グッズ、ヘルスケア関連
株式会社ビーアンドオー研究所 美容グッズ、ヘルスケア関連
株式会社ピーツーインターナショナル その他（和装小物）
合同会社functional 生活雑貨
株式会社フェアトレードコットンイニシアティブ 生活雑貨
フットマーク株式会社 感染防止グッズ
株式会社PRODUCT OUT 生活雑貨
ペンタスマートジャパン株式会社 健康グッズ
株式会社ボウンディア ベビー・キッズグッズ
株式会社Bo Project. キッチングッズ
株式会社ボナカジャパン 感染防止グッズ、その他(ORCAツールバッグ他)
株式会社堀溝商店 ファッション
MAKOS OFFICE ファッション
大金属工業株式会社 インテリア
マジャトレーディングカンパニー インテリア

増成織ネーム株式会社 生活雑貨、事務用品、インテリア、ファッション、
キッチングッズ、感染防止グッズ

マスラー株式会社 生活雑貨、健康グッズ
馬通富株式会社 健康グッズ

松山商工会議所 その他
（当会議所コンテスト受賞製品　受賞企業PR）

真鍋　侑大 その他
(コンサルティング・ホスピタリティ・マネジメント（経営）)

株式会社マヴィーブル 美容グッズ、健康グッズ、ヘルスケア関連
株式会社マルエムPOP 感染防止グッズ
丸喜株式会社 生活雑貨
有限会社丸越商事 ファッション、その他(履き物)
株式会社ミックコスモ 美容グッズ、ヘルスケア関連、その他(化粧品)
株式会社みらい福祉 医療・介護グッズ、ヘルスケア関連
株式会社ムラカミメディカル 感染防止グッズ

有限会社メイユウ商会 美容グッズ、健康グッズ、その他
(化粧品関連製品)

有限会社メニサイド ファッション

モノコトデザイン株式会社 生活雑貨、事務用品、医療・介護グッズ、
ヘルスケア関連

有限会社ヤマオカインターナショナルコーポレーション ヘルスケア関連
ゆうらホールディングス株式会社 インテリア、キッチングッズ
RAHKアソシエイツ 健康グッズ
株式会社ライフリング 生活雑貨、医療・介護グッズ

株式会社Lux et Natura 健康グッズ、調味料・香辛料、体験プログラム、
その他(簡単なコンサルティング)

REDAS株式会社 ヘルスケア関連

有限会社ルーチェミヤ その他
(宝飾品(ジュエリー、コスチュームジュエリー))

株式会社ワールドバリュー・ブリッジ 医療・介護グッズ、ヘルスケア関連
株式会社渡喜商工 生活雑貨・ファッション

ものづくり
manufacturing

株式会社アイズ その他
愛知産業株式会社 設備・装置、IoT/ITソリューション
合同会社IT ソリューションシステムズ IoT/ITソリューション
アイトラスセキュア株式会社 IoT/ITソリューション
株式会社アクアキューブ その他（防災・救済システム開発・製造）
株式会社浅川製作所 加工技術・部品
株式会社アシスト 設備・装置
株式会社アヅマネジ 加工技術・部品
株式会社アドバンス 加工技術・部品、各種設計・製作
株式会社ウォーターパール 設備・装置
浦商印刷株式会社 その他(木工製品の制作)
株式会社エス・エス・イー 設備・装置
SBクリエイティブ株式会社 IoT/ITソリューション
株式会社エスラボ 環境・新エネルギー
エヌエスケミカル株式会社 その他(工業用化学薬品の製造・卸売)
エンビックフォーラム株式会社 設備・装置
大阪電機工業株式会社 環境・新エネルギー
株式会社大崎コンピュータエンヂニアリング 設備・装置、IoT/ITソリューション
株式会社オプティマ IoT/ITソリューション
株式会社オリタニ 加工技術・部品
株式会社カノウプレシジョン 加工技術・部品
関西電子株式会社 設備・装置
株式会社関東製作所 各種設計・製作
株式会社研美社 IoT/ITソリューション
独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT） その他
コーネットソリューションズ株式会社 IoT/ITソリューション
株式会社幸洋コーポレーション 環境・新エネルギー
Convergence Lab.株式会社 IoT/ITソリューション
株式会社三興製作所 加工技術・部品
有限会社サンコー その他(レンチキュラー印刷製品)
三信工業株式会社 加工技術・部品
株式会社三和技研 加工技術・部品
Cスキルテック株式会社 IoT/ITソリューション
株式会社シード その他（プリント製品及び資材販売）
株式会社システム情報企画 設備・装置
株式会社システムズ IoT/ITソリューション
株式会社システムブレイン 環境・新エネルギー
株式会社島田小割製材所 加工技術・部品
株式会社昇文堂 加工技術・部品
有限会社シンク 設備・装置
スリーピース株式会社 設備・装置
セールスワン株式会社 IoT/ITソリューション
セブンスターズコンサルティング株式会社 設備・装置、IoT/ITソリューション
株式会社善興社 設備・装置
株式会社泉壽 IoT/ITソリューション
株式会社タカハラ 加工技術・部品
高宮産業株式会社 加工技術・部品
タマチ工業株式会社 設備・装置
株式会社電研社 加工技術・部品
東京特殊印刷工業株式会社 加工技術・部品
株式会社東京ファクトリー IoT/ITソリューション
東商ゴム工業株式会社 加工技術・部品
株式会社特殊鍍金化工所 加工技術・部品
凸版印刷株式会社 各種設計・製作、IoT/ITソリューション
ドリームムービー株式会社 その他(映像・動画)
ナレッジスイート株式会社 IoT/ITソリューション
株式会社日情システムソリューションズ IoT/ITソリューション
HAZS株式会社 IoT/ITソリューション
株式会社BANTEC 加工技術・部品
株式会社日立ハイテクネクサス IoT/ITソリューション、環境・新エネルギー
ピポット その他(動画制作)
株式会社ピュアソン 加工技術・部品

HILLTOP株式会社 加工技術・部品
ヒル・プリント株式会社 加工技術・部品
廣田硝子株式会社 その他(伝統工芸品)
株式会社プライムアーク 環境・新エネルギー
株式会社プラザクリエイト 設備・装置
株式会社プラント 加工技術・部品
細田木材工業株式会社 その他（木材製品）
マートン株式会社 設備・装置、各種設計・制作
株式会社マゲトップ 加工技術・部品
有限会社松丸建具店 各種設計・製作
萬座塗料株式会社 加工技術・部品
港プラスチック工業有限会社 加工技術・部品
みはし株式会社 各種設計・製作
ミヨシ精機工業株式会社 加工技術・部品
Mintomo株式会社 IoT/ITソリューション
株式会社ヤマテ・サイン 加工技術・部品
株式会社ユニック 設備・装置
株式会社ユニテックス 設備・装置、IoT/ITソリューション
株式会社ユニフォームネット その他(企業PRコンテンツ)
株式会社ライズ 各種設計・製作
ライノジャパン株式会社 加工技術・部品
株式会社ランドマークス IoT/ITソリューション
株式会社理工電気 加工技術・部品、設備・装置、各種設計・製作
株式会社Live and Learn IoT/ITソリューション
合同会社YSコーポレーション 各種設計・製作
株式会社渡辺精機 加工技術・部品

観光、体験サービス
experience

株式会社アダチファクトリー その他(観光体験サービス創出)
株式会社アネビー アミューズメント、その他(公園)

株式会社アロンジー・エリソン 宿泊施設、アミューズメント施設、
体験プログラム、観光施設、アミューズメント

株式会社VACAVO 体験プログラム
株式会社榎本事務所 その他(歴史・文化ビジュアルサービス)
株式会社OMOIDE 体験プログラム
カルチュレード株式会社 その他(観光プロモーションサービス)
株式会社Crista 体験プログラム、アミューズメント
クレソン株式会社 体験プログラム
合同会社コンテンツツーリズム振興機構 その他（旅行代理店）
株式会社Jクレスト 体験プログラム、運送業者
株式会社シエンアート 体験プログラム

株式会社シンク 体験プログラム、その他
(防災及びスポーツサービス)

株式会社スタジオパックス その他(音響設営、映像配信)
有限会社ステップ・ワン 観光施設
株式会社スリーエー 医療・介護グッズ、宿泊施設
株式会社ゼルビア その他
ターミナル・コーチング協会 体験プログラム
株式会社DXクラウド その他（オンライン相談、チャットサービス）
有限会社東京シティーツアー 旅行業
一般社団法人東京諸島観光連盟 その他（東京諸島観光誘致）
東京ロジファクトリー株式会社 その他（ロジスティクスオペレーションサービス）
株式会社ネクシィーズ 宿泊施設
株式会社FiveRings その他（セミナー）
株式会社フィールドキャスター その他(イベント・決算発表会の映像生配信)
株式会社ブライトホームサービス その他（足湯）
武藤株式会社 体験プログラム
株式会社YEAAH 宿泊施設、観光施設
株式会社ライブクリエイト 体験プログラム
株式会社Launch Japan その他
和の合株式会社 体験プログラム

「アフターコロナ」を盛り上げる、4分野293社が出展！！
■ 出展者一覧

※社名50音順、293社（11月11日現在）

■ セミナー

1月26日(水)　11:00～12:00

withコロナ、afterコロナの
消費者行動はこうなる！

世代・トレンド評論家
マーケティングライター　牛窪　恵　氏

「草食系」「おひとりさま」などの流行語を世に広め、テ
レビ番組でお馴染みの世代・トレンド評論家である講
師が、ニューノーマルにおける消費行動をテーマに、
さまざまなターゲットへの緻密な調査によるマーケ
ティング視点を語る。

1月26日(水)　13:30～14:30
 ＠cosmeが仕掛ける

デジタル×リアルの融合と小売の未来
株式会社アイスタイルリテール 
代表取締役社長　遠藤 宗　氏

日本最大級のコスメ・美容のプラットフォーム＠cosme
が実践するオンライン/オフラインをシームレスに繋
いだ顧客体験づくりの具体例とともに、化粧品小売の
展望を語る。

1月26日(水)　15:30～16:30
 オンラインイベントから始めるデジタルマーケティングの世界

〜JTBコミュニケーションデザインの取り組みをすべてお話しします〜
株式会社JTBコミュニケーションデザイン

総合企画部 DX推進プロジェクト デジタル戦略課   

リーダー　吉井 和人　氏

イベントプロデューサーの講師が、効果的なコミュニ
ケーションの実現に向けて、イベント効果を最大にする
オンラインソリューション活用のコツを語る。

1月27日(木)　13:30～14:30
ウィズ・アフターコロナ

〜日本の産業・社会・経営はどう変わるのか〜
株式会社野村総合研究所  

研究理事 未来創発センター センター長
コンサルティング事業本部 副本部長

桑津 浩太郎　氏

ウィズ・アフターコロナのデジタル戦略をテーマに、日
本の産業、社会、経営に与える影響と変化、その展望を
語る。

1月27日(木)　15:30～16:30

 カスミの経営戦略と
 DXの展望

株式会社カスミ 
代表取締役社長　山本 慎一郎　氏

コロナを機に変化する消費行動やライフスタイルに対
し、スーパーマーケット業界をリードする当社の取り組
みや今後の展望について語る。

■ 出展分野

各業界の著名な講師による
業界向けセミナーを実施！ フード

food

小売用商品・業務用商品メーカー、飲食店等
肉・水産・農産加工品、
米穀・大豆加工品、
調味料・香辛料、
菓子・パン類、
飲料・酒類、等

ライフスタイル
life style

雑貨・インテリア、アパレル、ヘルスケア等
生活雑貨、事務用品、インテリア、ファッション、
ベビー・キッズグッズ、
キッチングッズ、感染防止グッズ、
美容グッズ、健康グッズ、
医療・介護グッズ、ヘルスケア関連 等

ものづくり
manufacturing

加工技術・部品、IoT・IT、エネルギー等
加工技術・部品

（切削、プレス／板金／溶接、鋳造／鍛造、
その他金属加工、樹脂／ゴム、表面処理など）、
設備・装置（工作・産業機械／ロボット、電気／電子機器）、
各種設計・製作、 IoT IT ソリューション、
環境・新エネルギー、その他ものづくり

観光、体験サービス
experience

観光、体験サービス等※

体験プログラム、
観光施設、アミューズメント、
観光プロモーション 等

※ オンライン配信、非接触サービス等イベントの工夫をしている
　企業、観光産業や体験サービスを含む
　レジャー産業をサポートする企業 など

事前申込制聴講無料

事前申込制聴講無料

全セミナーのお申し込みはこちら!

事前来場登録後に
簡単申込

https://chusho-mkt.tokyo

◆ご注意◆
本セミナーはすべて 

事前申込制  となっております。
当日申込では受講できませんのでご注意ください。


