第 15回 ホビークッキングフェア2022

4/26

協賛・出展をご検討の場合

前回の資料等をご希望の場合は、事務局までお問い合わせください。

2 協賛・出展の決定
協賛・出展を決定された場合

3/14

協賛・出展申込締切、協賛・出展料請求

3/中旬

協賛・出展社への出展要項の送付
公式Webサイトへのバナー掲出開始

3/31

漬物グランプリ2022
漬物グランプリ2022

29

㊗ 漬物グランプリ2022

5/末

協賛・出展料支払い期限
法人の部 最終審査（結果発表は4月29日・予定）

ホビークッキングフェア／ホビーショー 会場内

27
28

（予定）

3 各種申請書類提出

4 搬入・設営

（展示販売もあり）

会期

展示・販売（予定）
法人の部
個人の部

結果発表・表彰式（予定）
決勝審査・表彰式（予定）

No.1

日本食糧新聞「漬物GP特集ページ」掲載

7/20-21

ファベックス中部2022

受賞商品紹介（予定）

9/7-9

ファベックス関西2022

受賞商品紹介（予定）

来場者実績

125,428人！
（2019年）

ゴールド
スポンサー

250 万円

シルバー
スポンサー

100 万円

ブロンズ
スポンサー

50 万円

漬物

明
日
へ

協賛・出展を決定された場合「協賛・出展申込書」にご記入・ご捺印の後、
事務局までお送りください。
（ 郵送／FAX可）申込受付後、協賛・出展料の
請求書を随時発行・送付いたします。

4/27-29

特 別 出 展

※2020年、2021年は新型コロナウイルス感染拡大のため中止となりました。

へ
健康 へ
来
未

協賛・出展スケジュール

1 協賛・出展検討／お問い合わせ

グランプリ

8 割以上が

アクティブ主婦層

主催：全日本漬物協同組合連合会
特別協力：日本食糧新聞社

（オクタノルムシステムによるパッケージ付）

協 賛・出 展 プラン の ご 案 内

※利用枠に限りがあります。
（先着順）

日本ホビーショー／ホビークッキングフェア共通当日券〈3日間有効 定価：1,500円 〉

東京ビッグサイト 東6ホール
第 15回 ホビークッキングフェア2022内 特設会場

http://www.tsukem ono-gp.jp

（漬物グランプリスポンサーとして各種媒体で露出・発信）

（※1）原則、相互リンクをお願いします。
（※2）
「個人の部」受賞者への賞品をご提供いただける場合に限ります。
贈呈者の選定は事務局に一任いただきます。

漬物グランプリ2022実行委員会事務局（日本食糧新聞社内）
お問い合わせは

jimukyoku@tsukemono-gp.jp まで

〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-14-4 ヤブ原ビル7階

協賛・出展内容に関する
お問い合わせ・お申し込み

漬物グランプリ2022実行委員会事務局（日本食糧新聞社内）
お問い合わせは

jimukyoku@tsukemono-gp.jp まで

〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-14-4 ヤブ原ビル7階 FAX.03-3537-1071 TEL.03-3537-1308

FAX.03-3537-1071

TEL.03-3537-1308

申込締切

明日
へ

グランプリ

PRステージ
が決まる

漬物

へ
健康 へ
来
未

No.1

PRブース
展示コーナー

来場者の注目を集める
ステージPRで貴社ブースに誘導！
会場内特設ステージで貴社商品をPRしていただくことができます。貴社

●

ブースでの企画と連動させることで、シナジー効果を最大化します。

来場対象： 一般消費者（主婦・ファミリー層）
、

実施場所 ▶ 漬物グランプリ2022
特設ステージ
基本設備 ▶ マイク、大型モニター
そ の 他 ▶ ステージイベントの内容によっ
て必要となる上記「基本設備」
以外の機材・備品・スタッフ等
は協賛・出展社がご用意くだ
さい。

来 場 者： 2019年実績 125,428人

※2020年、2021年は新型コロナウイルス感染拡大
のため中止となりました。

〈水〉
〈木〉
（予定）
実施日程 ▶ 4月27日
・28日

観 覧 席 ▶ 64 席（予定）

食品業界関係者

●

ステージ PRタイム 実施概要

PRブースでの

販売もOK!

販売にあたっては下記注意事項をご確認ください。

12 万人対象の
ダイレクトマーケティングの場！
PRブースは、様々なプログラムを展開する
「PRステージ」
に近接した場
所を確保します。
来場する12万人のアクティブ主婦層と、販売・商品PR・試食提供・サン
プル配布などを通して直接ふれあうことができます。
毎回、閉場前に販売商品が底をつく協賛・出展社が続出。消費者の反応
や感想をダイレクトにつかむマーケティングリサーチと販売収益を両
立させる機会としてご活用いただけます！
！
展示・販売に必要なスペースと基本的な設備、機材が含まれています。
ブース全体のプランニングや装飾についてはオプションもご用意して

※商品によっては江東区保健所等への営業許可申請が必要な場
合があります。
※冷蔵設備・手洗いシンクなどの設備費、申請にかかる費用は協
賛・出展料には含まれません。詳細は事務局までお問合せくださ

PRブースに 含まれるもの

過去受賞商品のロゴ活用例
商品パッケージに活用することで、一般消費者に対して
訴求力の高い販売促進に繋がります！
※2019事例

● PRブース

（間口2.7m×奥行き2.7m×高さ2.7m）
※ブース背後のストックスペースは含みません
※ブース躯体はオクタノルムシステム
（白）

● 展示販売用テーブル
（1本）
● 社名板

（横90cm×縦20cm、ブース奥壁面上部）

HOBBY COOKING FAIR

ホビー
クッキングフェアとは

※いずれも1小間あたり

PRブースに 含まれないもの

● 給排水設備
給排水設備が必要な場合は、別途有料の
「共同キッチン」をお申込ください。

前回の来場者分析

※ブース内への給排水設備の設置を
ご希望の場合は、別途お問い合わせください。

夫婦や夫婦＋子供、三世代の世帯が
来場者の 85%を占める!
無回答（2.8%）

その他（3.0%）

一人暮らし

三世代

（9.4%）

（5.7%）

夫婦

家族別
夫婦
＋子供

（56.2%）

を得たり、仮説検証の場としてご活用いただける消費者参加型のビジネスフェアです。
場料 1,500円を払ってでも「学びたい」という意識の高さが特徴。
「手づくり料理を楽しみ

● 電気設備
スポットライトやコンセントを希望される
場合は、全てオプションとなります。

単クッキングまで多様な消費者のニーズをダイレクトに確かめ、食マーケティングのヒント
来場者は全国から駆けつける「手づくり志向」の高い30代〜60代の主婦層が中心で、入

〈入場料〉
当日券1,500 円

おりますので、事務局までお気軽にお問い合わせください。

ホビークッキングフェアは、プロも驚くような消費者手づくりクッキングから、ひと手間・簡

（22.8%）

たい」
「家族に、友人に、よろこんで食べてもらいたい」と願う食生活需要を捉える絶好の
機会となっています。

20万人を超える来場者の 84.5%が購買力
のある30代〜60代 のアクティブ主婦層!
不明（2.3%）

10 代以下（1.4%）
20 代（4.0%）

70 代以上

（7.8%）

30 代

（12.9%）

60 代

（16.8%）

年代別
50 代

（28.7%）

来場者の評価
おもしろい食材や食品を
見つけることができた
料理に関する
新しい発見があった
メーカーや生産者の人たちと
直に話ができた
料理のレパートリーが増えた

40 代

（26.1%）

手づくり料理の楽しさを知った

59.1％
48.0％
20.2％
19.3％
14.4％

出典：
「第12回ホビークッキングフェア2019」来場者アンケートより
（企画・調査：一般社団法人流通問題研究協会）

