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第14回 in 上海
第7回上海国際礼品家居用品展覧会

●テーマ　   ギフトでつなぐ日中友好
●会　期　2018年12月17日（月）～19日（水）
●会　場　上海世貿商城（shanghai mart)
●主　催　株式会社ビジネスガイド社　　　

中国内販マーケットに向けて
ライフスタイル＆安心・安全なニッポンブランドのご提案

開 催 概 要
名　　　　 称：

会　　　　 期：

開   場    時   間：

会　　　　 場：

主　　　　 催：

後　　　　 援：

指定施工業者：

指定運送業者：

出   展   社   数：

来  場    者   数：

来  場    対   象：

第 14 回 Gift Show in 上海
第 7回上海国際礼品家居用品博覧会

2018 年 12 月 17 日（月）・18 日（火）・19 日（水）
※名刺がない方は 30 元の入場料を頂戴いたします。
※今回Wechat の来場登録システムを起用しております。

AM9:30~PM17:00

上海世貿商城（上海マート）　1階展示ホール　上海市延安西路 2299 号

必極耐斯（上海）会展有限公司 /株式会社ビジネスガイド社

在上海日本国総領事館 /日本貿易振興機構（JETRO）上海事務所 /上海
輸出入商会 /日中経済協会上海事務所 /上海日本商工倶楽部 /上海市外
商投資協会 /三井住友銀行（中国）有限公司 /株式会社北陸銀行 /上海
市軽工業協会 /上海百貨商業行業協会 /上海美容美髪行業協会 /

上海泛海展示服务有限公司

株式会社スコア・ジャパン

76 社、110 小間

10,000 人

中国国内・外資系百貨店、小売店、専門店、企業ユーザー、貿易商社、
販売代理、官公庁などの流通業者、中国美容業界のプロフェッショナル、
その他のヘアサロン、ネイルサロン、エステサロン、マッサージ、その
他一般消費者等。
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開 催 挨 拶

『匠』を凝らす伝統工芸品の大集合
NIPPON BRAND

最先端ヘルス・美容技術を披露
ヘルス＆ビューティー

LIFE STYLE ファッション＆アパレル雑貨

◆美容機器
◆化粧品

◆健康食品
◆ヘアケア

トレンドに敏感な若者を意識する場へ

◆伝統工芸品
◆デザインギフト

◆ファクトリーブランド
◆観光産業者

「衣・食・住」文化のイノベーションを提案

◆インテリア家具
◆生活用品

◆キッチン雑貨
◆デザイングッズ

◆ネイル関連
◆ダイエット用品

◆アクセサリー
◆アパレル

◆ファッション雑貨
◆アイデア雑貨

フェア構成

　第 14 回 Gift Show in 上海ならびに第 7 回上海国際礼品家居用品博覧会は、12 月 17 日（月）～ 19 日（水）の３日間で
上海世貿商城（上海マート）にて開催いたします。
　日中国交正常化 4 5 周年を迎えるこの 2018 年、日中間経済・貿易にも様々な変化が起こっております。輸入製品の税率
を改定したり、輸入製品の規制を緩和したりなど優遇政策の方向性も示されており、中国国内販路開拓に追い風が吹く状況
となっております。
　2020 年東京オリンピック・パラリンピックの開催まで後２年と迫り、日本は世界から注目を集めております。ストーリー
性の強いブランド、モダンを取り入れた伝統工芸品、ホリスティックビューティーなどの美容、健康関連商材など、消費者
のライフスタイルを提案する次世代商材が求められる中、「ギフトでつなぐ日中友好」をテーマとし、まだ中国市場に流通
されていない日本製品を中国国内の皆様に披露いたします。
　Gift Show in 上海は出展企業や買い側企業の取引、コラボレーションを実現させることをミッションとし、日本の最先端
技術や安心・安全な商材をアピールできる場を提供いたします。次世代のトレンドやヒット商品を掘り出すには、「Gift 
Show in 上海」は不可欠です。ぜひ、お誘い合わせの上、会場へお越しください。皆様のご来場をお待ちしております。
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日本館出展企業紹介

カワイ株式会社
Booth No. 011-12

福井県の小浜市で生まれた伝統工芸である 「若狭塗」のお
箸には、装飾に卵殻と螺鈿を使用しており、色鮮やかで
豪華です。
現代のニーズに合わせたモダンなデザインのお箸など、
弊社人気商品をご提案致します。ぜひこの機会に日本製
のお箸を展開してみてはいかがでしょうか。

http://kawai-ohashi.co.jp/
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株式会社マルゼキ
Booth No. 009http://maruzeki.com/

秀逸なデザイン時計を幅広く研究し、独自の商品コンセプトを持って、色彩、型、
サイズ、重量、素材を吟味考慮し、独特の商品ラインを開発展開しています。
「出来なかったことの実現」
「妥協を許さない商品づくり、品質へのこだわり、納得のコスト」
「一流品より一級品を」
この３つを基本理念として、技術の粋を尽くし、常に最高の時計の提案を目指して
おります。

株式会社セラミック藍
Booth No. 015http://www.ceramic-ai.co.jp/

日本列島のほぼ真ん中に位置する岐阜県の東南部、伝統
ある美濃焼を生み育む地、多治見市。ここで私たちは四
季を愛でる和の心をデザインに反映した器を企画、製造、
販売する企業です。四季に咲く花柄には定評があります。
豊富な図柄と、ギフトにも個人使いとしても最適なアイ
テムを取り揃えております。OEM 商品の制作も承ります。
近年は自社開発のキャラクターを活かしたファブリック
等、生活雑貨も拡充しております。

日本が誇るモノを世界へ。
創業、昭和 29 年。日本一の金物の街として知られてい
る新潟県燕市に本社をかまえております。世界的な金
属洋食器（カトラリー）の生産地として知られる工業
都市の中で、ステンレス製カトラリーや調理小物をは
じめ、シリコンゴムの調理物などを数多く製造・販売
しております。

株式会社岡部洋食器製作所
http://www.ginzado.ne.jp/~okabe/ Booth No. 016
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（公財）京都産業 21
https://www.ki21.jp/ Booth No. 025-28

公益財団法人京都産業 21は、京都府と連携し、京都府内の中小企業の海外販路開拓支援
を行なっています。日本の歴史の中で長く都として栄えた京都には、様々な工芸品があり
ます。今回のギフトショー出展にあたっては、そうした京都工芸品や雑貨などを扱う企業
が複数社出展いたします。また、京都産業 21 では、バイヤー様と府内企業とのマッチン
グ支援も行なっておりますので、ぜひブースに足をお運びください。

出展事業者様紹介
株式会社　熊谷聡商店
http://www.kyoto-kumagai.co.jp/

株式会社熊谷聡商店（くまがい）では京焼・清水焼の卸売販売をおこなって
おります。伝統を活かしながら、今の生活感に根ざしたさまざまな商品を取
り揃えています。

株式会社木村桜士堂
https://www.kimura-ohshido.co.jp/

私たち木村桜士堂は、清水寺門前で 130 年もの長きにわたり商売を続けてきたという
誇りを抱き、数ある京都土産物店の中でも、常にお客様を魅了する土産物店になるべ
く、一段上のセンスを感じる商品を揃えられるよう日々努力してまいります。

株式会社　夢み屋

夢み屋は、ちりめん生地などを使用した和雑貨の製作販売をしております。　
日本の伝統や文化を現代の方々に親しみやすいように取り入れた商品を考案するのが夢み屋の方針
です。
この度は、食卓などに気軽に和のインテリアなどを取り入れてみたらどうかという考えのもと、現
代に馴染むよう改良した商品を提案させていただきたく、出店を希望させていただきました。

http://www.yumemiya.co.jp/

株式会社金井工芸鋳造所
http://www.kanai-kogei-chuzosyo.co.jp/

弊社は西暦 1942 年京都市下京区にて開業し、仏像、神仏具、建築装飾金物、美術工芸品等を
多数鋳造した会社でございます。代表の品物としては世界遺産の平等院鳳凰堂上にある鳳凰
や、越前大仏、青森大仏等巨大大仏の製作をしてきました。この度、京都にて培われた金井
工芸の鋳造伝統技術を現代中国の人々の嗜好に適合するようチューニングし直し、中国市場
への販路開拓に挑みたく応募致しました。

大王テクノス株式会社
https://www.dawang-technos.co.jp/
京都の伝統工芸品とりわけ、五明金箔の製品および
MIYYUKI 株式会社の製品を中国の消費者に紹介して、
宣伝をします。

私たちは 0からものづくりを行った実績を通じて商品や
サービスの企画開発・ブランド発信・販路開拓の役割を果
たし、クライアント様の想いを世界に伝えるサポートを行

https://www.loulou.co.jp
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株式会社ナナプラス Booth No. 019-20
北海道産の鉱石を使用した足裏シートや洗剤を使用しない洗濯用ボール、炭を使用し
たキッチン用品、何度も使える抗菌のマスクや化粧品等、日本の選りすぐりの技術を
結集した、特に人気の商品をご紹介いたします。

株式会社リスタイル
http://restyle-beauty.com/ Booth No. 029-30

弊社は美容整体サロンの運営を行いながら、現場で培ったノウハウを元にホームケア商品
「美容品・衣類・化粧品及びサプリメント」の企画・開発を行なっております。今回展示す
る商品は特に昨今問題となっている「子供のカルシウム不足」。この問題に対応するべく全
て自社オリジナルでメイドインジャパンにこだわったタブレット型カルシウムサプリメン
トはお子さんの健やかな成長をサポートしていきます。

有限会社アトラクション

Booth No. 033

蘇州良彩賢暮商貿有限会社
http://www.al-phax.co.jp/ Booth No. 031-32

　我々のスローガンは「健康＝毎日の生活が豊かになる！」を掲げて、オリジナリティのある
商品を企画開発しております。
　弊社は蘇州高新区獅山 CBDエリアに位置しており、日本の株式会社アルファクスの独占投
資輸入出会社として２００９年設立以来、日本人リーダー、日本語スタッフによって全国のサ
プライヤー会社と共にOEM生産、販売体制を構築し、いろいろな健康関連商品、家庭用品雑
貨の販売によってお客様に満足をお届けしております。
　弊社の商品は、100%日本本社で開発設計をしており、品質もしっかり管理をしております。
リーズナブルな価格、迅速な対応を心掛けていて、お客様と共に栄えることを求めて、好評を
いただいております。

日本のサプカルチャーとも言えるコミックマーケットで腕を磨き、様々なキャラクターをデフォ
ルメした「ちびキャラ」で COMIC ART の世界を表現する新進気鋭のイラスト作家。
ほっこり温かみのあるイメージを具現化することを得意とし、現代人の心に優しく語り掛けます。

新井商工会議所
http://www.araicci.jp/

有限会社東京堂
http://www.tokyodo.info/

日本文化の発信地「東京」で修行を積んだお菓子職人が、東京の味と技を地
元新潟県妙高市に伝えようと創業しはや 65 年。
一度口にしたら病みつきになる美味しさ「かりんとうまんじゅう」が大ヒッ
ト中。外はカリカリ、中はしっとり、南国の恵沖縄黒糖をたっぶりと使用し
た逸品が現代人の疲れた体を癒します。
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Booth No. 044-45
株式会社タイムワールド
http://www.timeworld.jp/

中国国内の美容ヘルス産業の成長と需要にこたえる為、この度の展示会に日本
で最も先進的な医療技術として、純日本製の酸素カップセルを消費者とバイ
ヤーへご紹介致します。日本国内では、大学、エステティックサロン、美容室、
スポーツジム、ゴルフ場、プロサッカー（フットサル）チーム、介護施設など
の取引実績があります。
会期中、製品の体験イベントを行います。是非、酸素カプセルがもたらす魔法
のような効果を体験ください！

株式会社宇津木産業
http://utsugi.co.jp/ Booth No. 046

　株式会社宇津木産業は、企業理念として「企業の社会に対する使命を継続する」
「市場ニーズをキャッチして、商品開発・創意工夫・改善に生かす」の二つを掲
げております。
　1972 年に設立された弊社は、40 年以上にわたり美容業界に携わっており、消
費者に健康的な新しい人生経験を提供することに取り組んでおります。 その中、
宇津木馬油シリーズが弊社の看板商品として、アジア各国の消費者に愛顧され
ております。

株式会社三和通商
http://www.sanwatsusyo.co.jp/ Booth No. 047-48
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弊社は福岡県にある総合輸出入卸売業者。
経営品目は健康食品・美容化粧品・衣料品・インテリア・生活雑貨など人々の生活に関わる商材なら対応が
可能となっております。さらに、弊社もOEMオーダー生産や PB商品の製造なども承っておりますので、興
味がある方、ぜひブースまでお越しください。
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人気商品コンテスト

【本リリースに関する問い合わせ】

[Gift Show in 上海人気商品コンテスト ]
今回出展企業の一押し商品が一堂に集結します。日本で人
気商品・新製品を始め、中国で人気商品、見逃せない商品
が大集合。こちらのコーナーでお目当ての商品を発見して
から、ブースを回すとより効率です。なお、人気商品コン
テストにご投票、記入いただくと、景品を差し上げますので、
ぜひご参加ください。

会期 2日目午後 4時より、上海マート１階ロビーにて今回の
人気商品コンテスト授賞式を行う予定です。

[                          人気商品コンテスト抽選会 ]豪華景品が当たる！

参加方法
人気商品コンテストで投票とアンケートにてお答えいただい
た方は豪華景品が当たる抽選会にご参加いただけます。ぜひ
お見逃しなく！
今回の一等賞は、出展企業株式会社木神より特別協賛を頂
くダイニングテーブルセットを当選者に差し上げます。

SNS 公式アカウント

Gift Show in 上海公式アカウント

毎回展示会の情報・出展社の会社情報や商品をこちらのアカウントにて
ご紹介します。その他、弊社の他展示会情報や日本マーケットのトレン
ドを定期的にご配信させていただきます。

もう少し詳しい情報をwww.giftshow.co.jp にてご確認お願いします。

☜
スキャン！

( 株）ビジネスガイド社     担当者：姚・関口・渡辺
〒111-0034　東京都台東区雷門 2-6-2 ぎふとビル
TEL: 03-3843-9851    FAX: 03-3843-9850
HP:  http://www.giftshow.co.jp   E-mail: d-haga@giftshow.co.jp
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